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タライアス 
タイト-•ゲーム•ミュージックM2 
キャフテン•ネオ(宇宙洞窟)〜ボス•シーン1/インオーガニ 

ッ卜if市地帯)〜ボス•シーン2/コズミック•エア•ウェ 
イ(山岳地帯)〜ボス•シーン3/メイン•テーマ-カオス(バン 

かいてい#ち 

アレンベルト)〜ボス•シーン4/ザ•シー（海底基地)〜ボス• 

シーン5/ボス•シーン6〜ボス•シーン7〜ボス•クリア〜ク 

レジット〜レクイエム/メインテーマ-カオス/コズミック•エア. 

ウェイ/インオーガニック•ビート/キャブテン•ネオ/ザ•シー 

LP:ALR-22912 ¥2,200 CD:28XA-166 ¥2,800 

CT:ALC-22912 ¥2,200 

•「ダライアスjオリジナル•キャラクター•イラストシート付。 

©TAITO CORPORATION® A アルファレコード株式会社明売元：••/?<!»：：ア拽式会ネ1 

G M 〇アソシェイツからのお知らせ 
我々GM0アソシェイツも、いよいよ軌道に乗り、会員も増え充実し 
て米ました。今やゲームミュージックフアンなら人会していなI、とモ 
グ*)とまで言われるようになりました!??入会希望の方は、60円切手 

を貼った返信用封筒を同封の上、下記の住所までお送りください。 
おりかえし案内を送りまi■。スタッフは現在第二弾の会報を編集中 
ゃ寸会報-7^お佘いfおよ； 

亍210神奈川県川埼市幸区遠藤町26大滝方GM0アソシエイツ 

mF 

•ビデオ•ゲI-4「ダライアス」が 
き易ちょくげき 

君を直撃/ 
はつひよ，0 らい かい：>£'だい ま 

S年発表以来、ビデオ•ゲ—ム界でI大乜ンセ—シヨンを卷きおこした大型ビデオ•ゲ—ム•マシン「ダライアス」の全音楽を完全収鏵。 
くわ しゆ しa■•フろく ひつまちが きよく 

それに加え、51のステ—ジ音楽のアレンジ六—ジヨンも収錁。フアン必携のレnIKとなること間違いなし。アレンジは3曲を 
，す ん た た たんとぅ きよたんとぅ 

ZUNTATA (タイト！サウンド•チI-^)が担当し、2曲を〃デジタル•ポップ，グル—。フ"nンスタンス•タワ—ズ，が担当している。 
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これが反~ーザーだ。反射 強力な対空レーザー。破壊力 
をうま < 使:^ バツグン。 

ス5 O- 

// 
アイレム開発陣が総力を 

結集して放つ超期待作ガ RTYPK 
君はどこまで使いこなせるか7謎の生命体…フオース/ 

%のアイテムを取れば即パワ 
Iアップできますが、レ—ザ 

|3種の場合は、¥^^厶を 
取ると画面後方からオレンジ 

色の生命体が現われます。こ 
れに合体することによつてパ 

fN—アップできる訳です。 

最初に説明したフォ—スの 
合体、分離ボタンの使い方で 

すが、まずボタンを押すとフォ 
|ズが近づいてくるので、自 

機の前か後ろに合体させます。 
合体してL/名間は、前方攻 

擊や後方攻擊がでキJるのです。 
ボタンを再び押すフォ—スは 

自機から離れて、遠くでフワ 
フワ漂つてしまいます。(実は、 

この時もフォ—スは弾を擊つ 
ている。) 

更に、フォ—スは通常の敵 
の弾を消してくれるので(消 

せないものもある)、基本的に 
は自機の前に付けた方がいい 

かもしれません。 

場所によつてはフォ—スを 
前に付けたり、後ろに付けた 

り、あるいは弾の当たらない 
ところにフオ—スを飛ばして 

弾を！nてるといつた技も必要 
になってをます。 

ストIUI 

憎悪と殺りくの支配する世 
界。バイド帝国によって歪め 

られた異次元空間には、人間 

を恐怖の底に招<奇怪な異形 
生物が生息していた…。 

一刻も早く、我々の手によ 

つて、それらを絶滅させなけ 

ればならない。人類の勇気と 
力の結晶RI9はフォ—スを 

武器にバイド帝国に向けて飛 
び立つた…。 

今ここに仕絶な戦いが始ま 
ろIつとしている。 

How To PLAY 
自機R—9を8方向レパー 

で操作し、 シヨ ットボタンと 

フォ—スの合体•分離ボタン 
でエイリアン達を次々と倒し 

ていさます。 
ある程度進むとスクロール 

が止まつて、そのステ—ジを 

支配している、いわゆるボス 
キャラが現われ、こいつを倒 

すと次のステージにワIプし 

ます。 
シヨットボタンは、普通に 

たたいているとごくノ—マル 
な弾が擊てるのですが、ボタ 

ンを押しつばなしにすること 

でパワ—を貯めて、ボタン1 

離すことで強力な波動砲が擊 

てます。 
パワーの貯まつている状態 

は、画面下の巳EAMゲ—ジ 
に表示されますが、なれれば、 

特にゲ—ジを見てなくても、 
フルパワ—にするタイミング 

がつかめるはずです。(某ゲ— 

厶の様に気合をためすぎて疲 
れちやう、なんてことは無：> 

のでご安心を。) 
この波動砲は、％PN/LKパワー 

の状態だとノ—マルの弾20発 
分の威力をもち' 更に敵をほ 

とんど貫通していくので、耐 
久力のある敵や、-つじや一つじ 

やと敵の集まつている所a使， 
<ば非常に効果的でIT。 

フオ—スについ^ 
次にフォースについて説明 

しましよラ0 

プレイ中に現われるPQW 

アーマーを破壊すると、6種 
類のフォースアイテムに変わ 

ります。 
各フォ—スの性質は次の通 

りです。 
•対空レ—ザ— (赤)…P本 

の強力な曲線レ—ザーが擊て 
る。これが一番使えそ一つ。 

•対地レ—ザー(黄)…自機 
の上下から発射するクリ—プ 

レイは、地形に沿つて進みま 

す。 
•反射レ—ザ— (青)…3本 

のレ—ザ—砲が出る。敵や障 

害物に当たると、どんどん跳 
ねて意外な所に攻擊^3たり 

します。 
•追擊ミサV4ユニット…ツ 

インミサイル発射。これも結 

構必要なフォ—スだ。 
•スピIドユニット…自機の 

スピードを段階にupさせる。 
/〜2個とれば充分。 

•ビット…自機の上下に、い 

わゆるオプションが付く。2 

個まで付けられる。分身とは 
いえフォ—スの弾を擊つこと 

はでキJない。 
と6種類のパワーアップは 

こんな所ですが、ミサイル、 
スピ—ド、ビツトの1合は、 

正直に言お一つ。取材を担当したECMIフ 
イツシャ—と石并ぜんじが興奮して帰つてき 

た。プレイしてみて「これは絶対いける—•」「ど 
迫力！奥の深いシユ—テイングゲ—厶だ/ 

確かな手応えと迫力を、全身で感じたのだ。 
画面写真を見た編集部の面々も「やるつぎ 

やなあい！」「よIし！」などと、挑戦意欲を 
かきたてられていた。 

アイレムの自信作。君たちの期待を裏切る 
ことは絶対ない、と保証しよう。 

やるつ吉やない//: 

2 



気合充分の快作 
このゲ—ムはI応シユIテ 

イングなのですが、作戦とい 
うか、パタ—ンにしてしまわ 

ないと絶対やられてしま-つよ 
5な所が殆んどなので、奥の 

深い' 戦略的シユ—ティング 
といえます。全部で8ステ— 

ジあるのですが、各面の敵の 
攻撃には驚かされるでしよラ。 

(特に、ラスト0Jステ—ジは 

ほとんど鬼です…) 

こう書くと、何だ、マニア 
向けのゲ—厶じやないか一 • 

と思一つ人もいるかもしれませ 

んが、そんな事は絶対にあり 
ません。キヤラクタ—といい、 

グラフイツクといい、このド 

してもらえると思います。 

さすがに' 製作に1年以上 
かけたといラだけあつて、ア 

イレムの気合がかな〇感じら 
れるこの快作。 

君もゲ—センで見かけたら 

(見かけなくても)ぜひR— 

1回や2回のプレイで終わ 
るよ-5なゲ—厶でないことは、 

私が保証しよ一つ。 
やる価値あり//: 

7月上旬発売。 
(FISCHER) 

不気味なェVUアンが狙つて 
いる。自機の前にはスピード 

,ュニツトガ0 

無敵のインスル—。サ〇フン 
ダではありません。 

こつこれは!? 卵を産みだすスカルト□ン。 
線を引きなが5飛び去る。 

3つに分裂しだコンパイラ—。 
自機RI9は既に最強装備だ。 
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コナ11シ 

一、%バクテリアン 
から2年。 

iリ^^た惑星グ々 

デイウスの続編はサラマン 
質を吸収し成長を続ける错生| ではなくライフ•フオ—ス 

に再びSが迫り 
ダ售Ik間にf蚊現 

た謎- 

ム採なのだ。 
このままでは' 

スが吸収されてしま、 つ！ 

,,着は、 
"ビックバイパ—,,に、最後一 

， 

策； 
一 

麓 
mが'ぁらゆる物rfeリに、f Iれてしま！^遵 

T法1— ■ —^T-d^A / -tu ■る時こパフ — ア> プ‘#Jl^r 

押せば、表示の籠をプラス 

パ^*—ztt'yr一^I 

B 

:麥 

▼if. 
ふ 

方向のレバ—はあたり前 
なんだけど、ボタンは3ケ⑵ _押 

-K 

な^大^!。•シhットボ， 
とミ？ル吃タンに 

，デブボタンが加わ 
タラディウスと同じ：%4_ 

は、パワ—アップ方法もグラ 
X;やと同じだ1たり-^ 

わけなんだ#，tv.>.‘、•泰 

#い敵、または編隊を- 
させると、" パワーアマ 

••tyル^iR^します。 
v,vyカプセルを取ると、次 

のようなレべルメ—夕—が順 
に占〖滅していきます。 

:'0 

できます。 
、^-イルをパヲ 1 

ると' ミサイルポタンで- 

出来るょぅになります'^ 

同sii'いくつものパヮ 
アップをすることが出来ます 

が、パルスレ—ザ— (旧名リ 

ル^-ザ—) 6>!■>•1 

yfflする-〕とはでき 

れにして^プレW 
のパブ^^0^系 

,!i彳 I夕—の順番は' プレィヤ— 

夕—が光つてい | 1のに比べて有利になつてい 

•，、ならば、 
'る。プレィャ. 

レ—ザ—だと肉ダンゴがあつといぅゴ—レムの後ろはミサイルを擊つ 
、っ間にやつつけられる。 ても通れなくなつちやつた。 
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最初のベルべルムの。ハタ.一 

ンが変わつたよ。内側から外 I 

側へ行くパタ—ンから、外側 

から内側へ行くパタ—ンにな 
つたんだ。上からのも下から 

vl-rrff しV' 

V 
のも同じ列に来るので、 

場所で待！^い#ょ 
又、1面でレーザ—に出来I 出て来るよぅ(- 

るといぅ'ザrマンダでai^-Tパ^* 
一だったことが出来るんだ。| ている。) 

Jlrのも【 

¥ 
■ると. 

#^1 
_ IPム月•： ••メ^^^^^: _ き• /1•/ 

f j 2面腎臓ろ一^^ 'ち 
—厶はサラマン、.备也>•.て•• ^n..^ 

宇宙の1はないん 最後なス兹rー 
に包まれているFh II 

紫^！^ ぎ 
屬ic 

連射が苦手な人に有利p 
他に、何力所か-H- 

では出.なか^! 
一?Isはサラマンrでは火 

の面だったけど、ラィ!N #ド 
才—スは水?0の面になって 

いる。又、火の玉や火の鳥の代 
Iわりに、アメ—バのようなや 

つが出て来るようになつたぞ。 

っ次敵が何回か出て来 
てくれるようになったけれど、 

に行って、水柱にやられない 
ように注意しようね。 

5^ド_>2尹^^.ミサィル 
定を^^すこ1が^^な 

方i囲まれた時は_ 

rね。 

II 

/ ， 

民： 
•» 

のゲ—厶はサラマンダレ 
違って、宇宙の塞识はないん 

I。全てmsに包まれてteる 

妻1?んi^ 
でVこの面は隕石Q要 

にiのかたまりが飛んで-rtr 
るんだよね。sbちろんミサイ 

ルで#定^^く^^J/Pでき 

B床がメトロイド。 

琴*'て- 
最後のボ名、sテトー?. 

i採に^!Hような奴が出 
て来るぞ。そいつは手をテト 

ランと逆回転させてくる。は 

つきリー言ても！そ 
うなボスなんだげれど；^は 

不気味なやつが光をはなつ。 

4面肝臓1 
サラマンダではかせぎ面だ 

つたのに、パヮ—アップカブ 
セルを取つても占rかはいらな 

いので' 特に点がはいる面で 
uk % » % m p * • -D 

iiなくなつ*tしまつた。 

及、el^の要塞では必ずプ 
ル—ボールが出てしまうよう 

になつたんだけど、数はあま 

り多くないので、ブル—ボ 
ルが出つく^N^\Jころで 

d>プ^ 

J^r7:£ で'? 

«?^||、，卜 Hr •‘ 
,f^*ie思 •/ 

-liM, 
i 



ドラゴンスピリット 
ストレンジ•ワールドが君を待っている 
ナムコ期待のニューゲームがいよいよ登場。 
古生代•火山•密林……と君のパワーと 

勇気を打ち砕く困難が待ってるそ'/ 
やめるか7やるかI?行け// 

パ1?-アツブリスト 
クビ 首の数が増える。最大3本まで。 

ファイヤー 3段階にパワーアップ。 

フアイヤーブレス 最強のファイヤー〇 

スモールドラゴン ドラゴンが小さくなる。 

ワイドファイャー ファイヤーを3方向に発射する。 

ホーミングフアイヤ_ 誘導弾。 

エクステンド 3つ集めると1UP。 

アースクエーク 地震を起こし、画面上の地上物を一掃する。 

パワーダウン マイナス。ドラゴンの機能減退。 

マジックアイ 光を照らす。暗黒エリアで有効。 

パワーウイング 八リァ0 

II代gl 
地上敵のインセクトラブァ 

—ス(つくし)の攻撃が意外 

とやつかいなので、どんどん 
殺して下さい。なお、これは 

全般的に言える事ですが、地 
上敵はほとんどが後ろには弾 

を出しません。いざという時 
は、-つまく後ろに回り込むの 

も手でしよう。 
アブテレックス(始祖鳥) 

は撃つと羽根をばらまき(も 
ちろんあたればミスになりま 

す)、ちよつとやつかい。だつ 

たら撃たなければいいんだ、 
と何もしないと、実はアイテ 

厶を持つてるのがいたりする 
から要注意。 

海で出てくるシェルフイッ 
シユ(やりガイ)は、動きは 

速いけど、よく見てれば大丈 
夫でしよラ。 

最後のボスは、プレシオザ 
ウルス(海竜)。こちらの動き 

に関係な<、一定時隔で火を 
はキ」ます。その間隔をつかめ 

ば大丈夫。 

え、それに沿つた攻撃バタ— 
ンを作つてないとつらい面で 

す。 
最後のボスのラウンドフイ 

Iニックス(大火の鳥)も2 

面にしては手強い。動きを見 
切ること。 

この面は、とにかくピーカ 
ツク(くじやく)がつらい。 

ゲセ(カエル)は片っ端から 

殺していけば大丈夫でしよ-つ 
(後ろには弾をはかないし)。 

でも、なんといっても陰険 
なのが口—プロッド(枝)。自 

機の動きに合わせてくるから 
やっかいだよね。 

ホ—厶ビI (はちの巣)は 
•5るさいだけで、さして問題 

はないはず。 
最後のボスのグリテリアス 

(大花)は本体を攻撃しても 
ダメ。周囲のタマゴを全滅さ 

せる事により倒せます。本体 
から出て<る弾はよく見てれ 

ば十分よけられます(フアン 
タジ—ゾ—ンのボランダを思 

い出すのは私だけだろうか)。 

まず頭を攻撃します。すると、 
本体がバラバラになり、再び 

合体するまでに中心のコアを 

攻撃します(妖怪道中記の4 
面の妖岩霊みたいなかんじ〇 

慣れないとかな〇つらい。 

■4-11111111■い±1芎び\12和た：□たぞ一つ力< 

ちなみに右上、左上が安全地1- 

iにしては、ゃ。かぃなssil^^l - 

面。火山地帯での火柱はもち KW 初めてこの面に来 
ろん当たり判定があるし' そms-■ゲ—ムの名入の君で ろん当たり判定があるし' 

れに加えて、フェニックス 

(火の鳥)やバイオサイクラ 
丨(岩石生命体)が飛んでく 

る辺りは' ちょつときついん 

じやないかな。 
その上、無理してアイテム 

を取りに行こうとして、やら 
れるケースも多いみたい。時 

には、アイテムを捨てる事も 
必要でしょう。 

とにかく敵のパタ—ンを覚 

ま■ず下.から出てくる八リー 
(トゲトゲ)の出すトゲに面 

喰ら5でしょ5。それに加え 
八リケ—ン(たつ巻き)トポ 

(ムササビ)、スカル(しやれ 
こうべ)、ゴースト、と意外な 

攻撃展開が待つています。攻 
擊バターンをよく覚えるしか 

ないよ-つです。 

最後のボスのデスダクテル 
(大骨)が、これまたやつかい。 

初めてこの面に来た時は、 
ゲ—厶の名人の君でも必ず死 

ぬでしょ5。左右の壁が迫つ 

てくるんだけど' そのバター 
ンを知つていないと、ど一つし 

ょ|つ4Pない。 

最後のボスのベ—レントス 
パイダー(大ぐも)は地上敵 

なので、///サイルで倒す事。 

パワ—アップ状態だと、かな 
り簡単に倒せます。 

一転して' 涼しい面ですね 

(どうでもいいつて?)。 

スィール(あざらし)の弾 
が意外とうつとおしい。片つ 

端から殺す事(かわいそう)。 
壊せる壁みたいな所は、地 

上敵もいて、かなりいやらし 
い。知らない-つちに死んだり 

するのには、なんとかしてほ 
しいよ—。 

最後のボスのグビラは、自 
機が正面に来ると火を吐く。 

その性質さえ知つていれば楽 
勝です。 

とまあ' 今回は残念ながら 
6面まで。以下はあとのお楽 

しみ。噂によると、この先はさ 
らに悪魔のような面が待つて 

るといろ……。健闘を祈る//: 
(GOD) 



..み‘f猶^S J:し 
2面のポス、ラウンドフかなり火力が上つてるね。1面のボス、フレシオザ 
エニックス。動きにまど火柱には注意。 ウルス。 
わされるな// 

二べぐ パへ..:,*,上 

これがホーミングフアイこれを3つ集めれば1UP。 
や一。時間制。 

とてもキレイだけど、強 
いからきらいだア。 

_ 

琢^^! 磁麵 
4面のボス、デスダクテル。ます頭をこいつガゴースト。エグゼドエヴゼス 
狙ス•.グ みたし、0 

ウワー.グ壁が迫つてきた//やめて 
下さアーい.グ 

バラバラになつたら、すかさすコアを 
攻撃。 

_ _ 
lii _ _ 
導_ 

Iき 
...'?.'ンゞ一.' ■.パ 

ピラア。よ<見てれば大丈夫。 6面のボスヴビラ。敵の前を左右に動 ここがいやなんだよなア…。 
きながら撃ち込めば楽勝。 
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戦艦大和を倒せy 

©カプコン 

THE 
BATTLE 

MIDWAY 

山河悠理 

自除Itxネ十ギI制 
：!型！rTnrjlr)でも紹介し 

た「194 3」だけど、今回 

もくわしく紹介してしまおう。 

前号を見てない人や、まだ 
現物を見てない人(この号が 

出るころには発売しているは 
ず)のためにも、®にルー 

ルを！しよう。 
自機はエネルギ—制になつ 

ていて、Hネルギ—がなくな 
つて、敵への弾などにあたつ 

てしまうとゲIムオIバIに 
なつてしまう。Xネルギ—の 

補給は、赤水編隊^させ 

て出るp 〇 WやXネルギ—夕 
ンクなどを取るとできる。 

自機のパヮ—アップは、赤 

*編隊を1させて出るアイ 
テムを取ることによつてでき 

る。ただし、タイマ—制にな 

つていて、タイムが切れると 
元に戻る。2種類のSを同 

時に所有することはできない。 
ラウンドクリア方法は' そ 

の面の_目標を70%以上破 
壊すれぱいい。できないと、 

もう1回^！.しなければなら 

なぃ。 
まあ、に説明するなら 

ば、この程度でしよう。 

多 

10 



大飛龍の隣にいる中_{夂 

出現と同時に3発出してく 
る。前半ではださない。 

きりもみ状に突っ込んでく 

る小型機0色々な勸きがあ 
るけど、上からきて下まで 
行ってから、また上に戻っ 

ていくのが強い。 

POW.エネルギーが 

8増える。 

シヨツトガン6方向 

に弾力_び、敵の弾を 
壊してくれる唯一の武 
器。でも単発なのでつ 

かえない。 

3WA Y 3方向に2 

連射できる。づ、型機に 
対してすごくつかえる( 

マシンガン•フルオー 

卜連射ができる。ただ 
し、8_するともう 

一度押しなおさないと 
連射できない。 

スーパーシェル.押し 

っ(尤なしで^できる。 
しかも、弾の破壊力が 
2倍になっている。で 

も、連射はたたき力SI 

い人はたたいたほうが 
いいかも0 

エネルギータンク…ェ 
ネルギーが24増える。 

サイドファイター…自 

機の酬に小型機がつ 
き、シヨットなどがパ 
ワーアップする0酬 
の小型機に弾が2発当 
たると両方とも一度に 

消える0 

弥七‘ •エネルギ•一がM 

A Xまて_される。 

取る前にメガクラッシ 

ユ辨おう0 

_119 

11 



©亜也虎の攻略 

隠|彳了つG謎 
パヮ—アップでめったに出 

ないのがレ—ザ—。これには 
2通りの出し方があるそうだ。 

1つめは完舍ランダム。 
もう1つはなんらかの条件が 

一を解く 

の隠れキヤラ。いちご•タル• 
たけのこ•ホルスタイン•佐 

吉•モビちやんなどが出てく 
るらしい。售一Iは武器のタイ 

ムが增又る効果がある。ほか 
はだいたい占、1になるらしい 

が、君たち自身で探してくれ 
たまえ。 (鐘) 

亜也虎G攻略 
空^の敵「亜也虎,-〇 

3 • 9 .14面に出現。®<<力 

は' ガンスモ—クのように画 
面上部にゲ—ジで表示される。 

3面の亜：^ 3ゲ—ジ。 

3面；^〇〇ゲIジ• 9面は4 

ゲ—ジ.14面は5ゲ—ジ。 

攻略法は、iから出して 
くる&方向の弾に注意して、 

左の翼から右の翼へ三日月を 
弧くよぅに繁な♦か、！^けれ 

ばいい。あぶ^^なつt:らメ 
ガクラッシュ。尾翼の弾だけ 

に塗思しよう。 

戦艦G攻略はこ(な/ 

9面の亜^^ 4ゲ—ジ。 

各面のボスとして出てくる 
色々な_だけど、これもI 

応のパタ—ンがあるわけだ。 
とにかく、速攻がA叩なんだ 

けど' 画面左右両方から出て 
くると' さすがに弾を擊たれ 

てしまう。そういう時は、メ 

ガクラッシュで*^を起こせ 

ばいいのだ。_が起こって 
いる時に—分は動けて、敵 

戦艦は動かないので、このす 
きに砲台を盡孳てばよい。 

このバタ—ンで楽勝なんだ 
けど' エネルギ—がないとこ 

まる0<J:うするに、戦艦の攻 

撃の前に、エネルギ—が満夕 
ンが理想的なのだ。 

14面の亜^^。5ゲ—ジ。強そう。危なくなつたらメガクラッシュ やつつけたよ〜ん。 

メガクらッ、ンュG法111 
自分が4^になった時など 

に使用するメガクラッシュ。 
カマィタチ•雷•津波の3種 

類があるんだけど、画面の状 
態で変わってくるんだ。 

☆カマイタチ…自機のまわり 

に敵の弾がいっぱいある時。 
☆雷…空中戦で自機のまわり 

に敵の弾が比較的少ない時。 

☆津波…海上で自機の 
に敵の弾が比較的少な：！ 

メガクラッシュは、 

も敵の弾を消して' カマ'そ夕 
チ以外は少しだけど、 

の敵すべてにダメ—ジ 
えることができる。そ. 

時に' 自分のエネルギ 
し減るのをお忘れなぐ。 



'mm 

ザコは残すな。 

こoY-L,\t 

>I>V 

KIMMpr 
©TAITO 

ああるじいぶう 

SPY大和 

目標16周ク 

このゲ—厶は、慣れてしまえばこっちのものなんだけれど、 
慣れるまでが大変なゲ—厶なんですよ。でも根気さえあれば、 

すぐに極められると思一つんで、みなさん、がんばつてちよ。 

この面はモロに初級面。目 
で見てよけられる程度の弾だ 

から、この面が越えられない 
のでは話になりませぬぞ。そ 

れに、2周目からはこの面は 
ないので、バタ—ンに悩む必 

要はないでしよ-つ。 

最初に戦車を3台ずつつん 

だ船が3そラいます。左から 
順にやっつけるつもりでやる 

と楽です。戦車は残すとつけ 
上がるので、残さないよ5に 

心がけて下さい。装備がない 
時は、ボンパ—を使ってでも 

先に進むことを考えましよ-つ。 
このゲ—ムは' はまった場 

合、とにかく先のエリアへ進 
めて、楽に立て直せるエリア 

まで持ちこむことがキ—ポィ 
ントとなっています。 

こ<7S面はザnが 
強い 

この面の前半に、小型艇が 
たくたん出て来ます。又、そ 

れに加え青飛行機の編隊も出 
てきます。この青飛行機はザ 

コの中で最も手強い敵です。 
1つでも船を逃がしてしま-つ 

と、弾をどんどん擊たれて苦 
し<なつてしま-つので、気を 

付けましよう。 

13 



ある程度のパヮ—があるの 
ならば、青飛行機と小型艇を、 

まとめてやっつけることがで 
きるので、画面の端から端へ 

タイミングをとって移動して 
弾を擊Vば、ほとんど擊ち逃 

がすことはないでしよIつ。 

パヮーが0か1しかない時 
は、ボンバーにたよった方が 

いいと思います。特に青飛行 
機との混合攻撃がきついので 

(3回ある)それさえ抜けてし 
まえば楽でしよ-つ。 

中型機は難しく 
なレ冷 

その後、中型の戦艦が何そ 
ろか出て来て、下からも中型 

飛行機が出て来ます。特に難 
しくありません。 

ただし、中型飛行機はほっ 
ておいたままにしておくと、 

3方向に弾を撃ち始めてしま 
5ので、こっちのパワ—が少 

ない時はやはりボンバーを使 
って下さい。 

はまり場所•大陸 
0J面の後半には大陸が見え 

て来るが、ここは何周も先に 
いって死んでしまうと、とて 

もつらい思いをします。装甲 
車2台をボンバIの補充なし 

でやっつけなければならない 
からです。もちろん、装甲車 

を0J台とも越えなければ、先 

のエリアへ進むことはででき 
ません。 

そこで、立て直しの|例を 

紹介したいと思います。 

まず、Vの字に赤編隊が来 
ます。Sマ—クをすぐにとれ 

ないと、戦車の的になってし 
まいます。 

赤編隊の最後の1匹をやっ 
つけるやいなや、すかさずS 

マ—クにとびつけば、パワー 
アップするのが楽になると思 

います。(これをかぶりつきと 

呼んでいます。) 

Vの字の編隊は、左端の敵 
から順にやつつけていキJ、右 

端の敵を最後にすればよいで 
しよ-つ(写①)。 

次に、戦車が画面の右と基 
地から出て来る。ここも適当 

にやつているだけではキケン 
なのです。 

最初に基地から出て来る戦 
車を一匹やつつけたら、右か 

ら来る戦車の2つをやつつけ、 
(写②)、弾を連射しながら左 

端の方へ移動し(写③)、(右 

から来る残りの戦車をスクロ 
Iルさせることになる。)すぐ 

写真4 

やばい右上に装甲車が 
出て来てしまつだ。 

はや <ゃつつけろ。 

右へ移動して、残りの戦車を 
やつつけてしまおう(写④)。 

基地が下の方に来てち、ま 
だ下の口から戦車が出て来る 

ので油断してはいけません。 零W 
4賞 

n 

戦車にポンバIを使^のはもつ 
たいない。 

ここまではボンバーを使わな 
いよラにして下さい。 

そして' 装甲車の1つ目が 
左の上から出て来ます。ボン 

パ—3発全部を使つて、2匹 

目の攻擊が始まる前に破壊し 
てしまいましょう。1匹目さ 

えやつつけてしまえば、2匹 
目はシヨットだけでや 

っつけるのも難しくな 卜J 

いので、なんとか越え ^ ^ 
られると思います。 シ苏 

はだ 
つで 

いけ 
こだ 

14 



3 
3周目以降になると、敵は 

画面に出てからすぐに弾を擊 
つて来るので、ザコもバカに 

することができません。 
最初の陸地の所では、左か 

らと右からと戦車が出て来る 

場所があるけど、場所を覚え 
ておいて、画面の端で戦車を 

待ち•ぶせる形で、戦車をやつ 

つけよラ。擊ちに行くのが遅 
れたら、ボンパ—を使つてし 

まお50 

一番つらい所だ 

3面で一番死にやすい場所 

なのが、下から来る小型艇と 
上から来る大型船の混合攻擊 

の所なんだよね。 
大陸を越えると、下からCU 

艘小型艇が来ます。そいつに 
自機を重ねるようにしてやつ 

つけたら、今度は右上から大 
型船が出て来るので、そいつ 

の砲台をやつつけてしまお-つ。 
と、いつてもなかなか硬いの 

で、パワ—がないとつらいで 
す。ボンバーを使|つのも手だ 

が、後でボンパ—が足りなく 
なつてしまうので難しいです。 

バワーが.ないと壊わしに < い。 

次に、左上からち大型船が 
出て来ます。最初に、前の2 

つの砲台をやつつけます。パ 
ワ—がなければ、ボンパ—を 

使つてやつつけましよう。(写 

⑤)0 

そ5したら、すかさず右下 
へ移動し、下から来る小型艇 

をやつつけます(写⑥)。それ 

で、残った砲台に少し近づい 
てボンパ—を擊つて、また下 

から来る小型艇をやつつけま 

す(写⑦)。後ろの砲台もパワ 
Iがない時は' ボンパ—に力 

を借りるしかないのですね、 

あればだけど(写⑧)。 写真8 

大型飛羅は 
力、？、i 

その後、前から小型艇が少 
し来てから、下から大型機が 

出現するが、パワ—があれば 
ボンパ—を使-つ必要は全くな 

いです。先の周へいくと、か 
な〇固くなりますが、あとか 

ら来る小型艇を擊ちながら擊 
ちこめばカンタンでしよ-つ。 

ボンバ—だけでも/つ虫の息。 

超齑船は… 
次に出て来るのが超大型船 

です。パヮ—が一以上あれば、 
特に手こずることもないと思 

います。 

中央の固い砲台は、大型船 
が後ろから攻めて$た時でな 

いと破壊でぎませんが、点か 
せぎにすることができます。 

破壊するときは、ムリせずに 

ボンバIを使つてもよいでし 
よIつ。 

はや<やつつけないと弾を撃 
だれるぞ。 

1は 
戦車が 

港につくと左からゾロゾロ 
と出て来ます。パワ—があれ 

ば問題ないのだけれど、死ん 
でしまつてパワ—が1以下し 

かなければ、ボンバーを使つ 
て切り抜けた方が楽になるで 

しょ50 

ただし、ボンバ—1発で、 

その戦車たちをI気にやつつ 
けることはムリだと思-つので、 

ボンバIで敵の弾をふせいで 
いる間にも、向こ|つ側の敵を 

ねらつて擊つとい5テクを利 
用しましょう。 

ボンバIは敵をやつつける 
ためだけのものでなく、バリ 

ア—にもなるとい-つことを頭 
に入れておけば、ボンパ—の 

使い道もグツと増えることだ 
と思います。 

ボンパ—はバUア—にも使える。 

15 



4 
この面は、先の周へ行けば 

行くほど目に見えて難しくな 
ります。それは装甲列車が固 

く (強く?)なるからですが、 
連射して乗り切りましょ一つ一 

連射あ31Sみ/• 
はじめの-つちは簡単なので 

ボンバIを2つ取つて、装甲 
列車に備えましょ一つ。 

1つめの装甲車のこわし方 
ですが、まず緑色の飛行機X 

3の集団が右丨中丨左の順で 
出現するので' それらを撃つ 

てから、倉庫から出てくる装 

甲車を連射します。 
すると、向こ|つが弾をiつつ 

てくるので、それをよけつつ 
ボンパ—を一つち込み' 連射を 

するのです(写⑨)。 

写真9 

それを繰り返せば、倒せま 

す。 
ポイントは、どれだけ撃ち 

込めるかにあります。10周目 
ぐらいになると、擊ち込みが 

足らないとボンバ15発-つつ 
ても倒せなくなるんだょ。 

ボンパ—は3〜9周目ぐら 
いまでは3〜4個使い、10周 

目以降は5個をフルに使いま 
しょう。(安全のため。) 

ここて死んfcf 口 
装甲車の少し前に戻される 

ので、Sマークを1つ取って 
から' 装甲車に対してボンバ 

—4発(In補充される)を 
使って逃げ切って下さい。先 

の周へ行くとボンバ—4発使 
っても装甲車は倒せないので、 

出来るだけ先に進むことだけ 
考えて下さい。あまり先へ行 

かないと、またここに戻され 
て苦労するぞ。 

ひきつけが大切 
その後、中型機が右と左か 

ら来て、右から沢山の戦車が 

出て来ます。これは自機をI 
番左の中ほどに位罱づかせて、 

戦車の弾を引キ しっけてから 
(これが大切)一番下まで下が 

り(写⑩)、左から右へ移動し 

写真10 

ながら連射すれば、敵の弾を 
気にしないで全滅でキJます。 

CUつ目1S装甲車は 
2つめの装甲車のこわし方 

ですが、まず緑のザnx 3の 
編隊を右左右と3つを5つた 

あとに、すぐに装甲車6出る 

と思われる所の真下に行き、 

それに一つち出される前に、で 
キjるだけ連射して-つち込んで 

羅キJます(写@。そのあとは 

写真11 

ボンパ—と連射を繰り返して 
倒します。ボンバIは3〜7 

周目ぐらいまでは2個使つて、 
それ以降16周目までは3個で 

間に合わせて下さい。_ 

前の装甲車を残すとこ〇なる。 
1度やつてみよ/つ。 

中型機<7S蜃だ 
装甲車を倒したあと、真中 

から中型機' 右から戦車が出 

て来ますが、ゆつくりと右へ 
移動しながら擊てば大丈夫。 

左からの中型機をろつた後 
右の倉庫から2つの戦車が出 

て来ます。それも右へ移動し 
ながら撃つこと(うちかえし 

弾があるから)。 
また、左から中型機プラス 

写真12 

戦車X 3。ひたすら連射ある 

のみ(ボンパ—が残つていた 
ら使つた方が良い)(写⑫)。 

5匹目の(?)左からの中型 
機は無視して、右の方でその 

弾をよけて、右の倉庫から出 
て来る2匹の戦車を擊つ。概 

して言えることだけど、この 
面に出てくる緑の中型機は' 

3方向に1回しか弾は出しま 

せん。 
これからは下から中型機が 

現われます。こいつらは残す 

と弾をはいて、やつかいなこ 
とになるので残さないように。 

ポイントは右から出てくる戦 
車3匹を右端で早めにかたづ. 

けること(写⑬)。それから中 
型機を擊てば楽勝だよ。 

写真13 

4面め屋 
砲台を擊ち逃がさないよ5 

にすれば楽勝です。左から右 
へとゆつくりと移動しながら 

擊てばいいでしよ-つ。 

最後の戦車は、左上から出 
て来る戦車を先に擊つてから 

(写⑭)、右下から出て来る戦 
車を擊つた方がいい様な気が 

しますよ(写⑮)。 

写真15 

ここT死んだi 
横に並んでいる3つの砲台- 

を、 ボンパ— でうまく擊 つた 
後Sを取る(写⑯)。 

写真16 

その後は、右の戦車と左か 
ら出て来る戦車を先に擊つて 

おいてから(写®)、沢山の砲 
台をボンパ—で卷キJ込む(写 

⑯)0 

残りの戦車は、左上の戦車 
は自機の弾で擊つけど、右下 

の戦車はボンパ—で卷キJ込ん 
だ方がいいでしよう(ここは 

各自でパターンを作つてみて 
下さい)。但し、Sは取りのが 

すと5面が$つくなるよ。 

写真17 

写真18 

"-4. :4 

.t;. 
i ■■ A -f f-:> ic^ -... \„ 今#. 

it. / j^ハ-▲'.，.を。 
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ここに40円 

切手をはつ 
てください 

東京都千代田区内神田1 — 15—15 

柴田ビル 

株式会社新声社 

ゲーメスト編集部行 

(ふりがな） 
お名前 年齢 

性別 

( )才 

(男•女） 

ご住所〒 電話（ ) 

①小学（ 

③高校（ 

⑤社会人 

)年②中学（ ）年 

)年④大学（ ）年 

⑥その他（ ) 

希望する商品の番号 

ここに40円 

切手をはつ 

てください 圓 m-口口 
東京都千代田区内神田1一15 — 15 

柴田ビル 

株式会社新声社 

ゲーメスト編集部 
「シール八イク」係 

(ふりがな） 
お名前 年齢 ( )才 

性別 (男•女） 

ご住所〒 □□□-□□電話（ ) 

①小学（ 

③高校（ 
)年②中学（ ）年 

)年④大学（ ）年 
⑤社会人 ⑥その他（ ) 

•紹介されているお店に遊びに行ったら，「ゲーメストのシールくだ 
さい」とお店の人に言ってシールをもらい，とじこみハガキにはっ 
て送って下さい。 
抽選で10名の方に何かプレゼントがあるよ。メ切8月31日必着。 



圇 ハ。ツといこうプレゼント囫 

♦この葉書のアンケートに答えて下さい。答えていただいた方の中から 
抽選で70ページの賞品をさしあげます。表側に希望する賞品の番号を忘 
れずに記入して下さい。 

ゲーメストは，どこでお買いになりましたか？ 

①書店②ゲームセンター③その他 

⑧：1番おもしろかったコーナー名 

©:おもしろくなかったところは？ 

(〇):今月号の攻略法で役に立ったゲームは？ 

©:あなたが今、1番燃えているゲーム名は？ 

0:ゲームメーカータイトーのイメージを一言で言って下さい。 

⑥：この1年間タイトーから出たゲームで、好きなゲーム名は？ 

0:あなたの近くにタイトーのゲームセンターはありますか。 
①ある②ない 

①：①に〇をつけた人は、どんなお店ですか？ 満足してますか？ 

③：今後タイトーに望むことは、どんなことですか？ 
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写真24 

る戦車を擊つた方が楽です 
(写㉔)。似たよラな場所もあ 

り、中盤では右の2匹丨左の 
4匹丨右の01匹と擊つた方が 

いい場所もあります。 
ここで死んだ場合は、運が 

悪いと大陸の前まで戻されて 
しまいます。戦車は固いし、 

パワーも出ないので、自機を 
犠牲にして進むしかないでし 

よう(もちろんボンパ—を上 

手に使いましよう)。 

大陸の最後には難関がひか 
えています。あの左右からの 

戦車部隊です。 

パタ—ンのI例としては、 
左から出て$た奴を2 • 3匹 

うつてから(写㉕)、うまく右 
へ切り返して、右から出てき 

では、あまりボンパ—のこと 
ばかり気にせずに、青いザコ 

と戦車をこわす方を優先した 
方が安全です。ボンパ—を2 

つ取ろ一つとして死ぬよりはま 
しだと思いますよ。 

大型船X 2の砲台は、まず 

左の砲台を擊って、それから 
右の砲台を擊つ方がいいでし 

よう(どちらか先に擊ち出せ 
ば良い)。 

自機のパワ—が弱い時は、 
左右の船の真中にボンパ—を 

まわせば、両方の船の砲台が 
壊れてくれます(写㉑)。絶対 

に砲台は擊ち残さないよ|つに 
しましよう。いつまでもうつ 

てくるよ。 

下から中型機が出てくる場 
所は、左端から出てくる4匹 

の小型艇を先に擊ってお$、 
右端から出てくる5匹の小型 

艇を擊つ。 
そして下から上がつてキした 

中型機X2は連射+ボンバI 

^ NJi-ula-aH- 

下をvぐつてダメ—ジをあだ 
えよ/つ。翼から下は判定がな 

いので、♦ふつかつても死なな 
いよ。 

写真22 

2発でやつつけるといい(写 

㉒)。(その他にもいいパター 
ンはあるよ。) 

その後にち左から小型艇が 
4匹出てくるのだが、前に使 

つたボンパ—の2発目に2匹 

写真23 

ぐらい巻き込まれているはず 

だから(写㉘)、残りの2匹は 
弾を気にしながら擊てばいい。 

また大陸に上陸するのだが、 
ここはとても難しい。緑のザ 

コ沢山と戦車の混合攻擊— 

ここは戦車を-つち逃さないこ 
とはもちろんだが、基地は5 

ち残すと自機の弾を吸い込ん 
でしま-つので、早めに壊しま 

しよう(上の方が擊てない)。 
戦車は右左と出てくるので 

まず右から出て来た戦車><2 

を擊つてから、左から出てく 

この面は最終面といラこと 
もあり、とても難しい。I度 

死ぬと立て直すのも難しく、 
残機がどんどん減つていきま 

す。そこはボンバIをうまく 
利用して切り抜けよ-つ。 

迷い交卯取り 
はじめの方は青色のザコを 

擊つために右丨左丨右と移動 

しながら擊つと良い(基本的 
なパタ—ン)。戦車と青いザn 

の混合攻撃では使った方がい 
いでしょう。 

画面の外から出現する戦車 

危な < なつだら即ポンバ！ 

は、弾をIつつ前に画面の端で 
やつつけてしまいましょIつ。 

中盤の赤編隊は、自機のパ 
ヮ—が弱い時には右の写真の 

場所にいてボンパ—をまわせ 
ば楽にSが取れます(f⑳)。 

ボンパ—が2つ取れる場所 

17 



写真28 

■爹ぎ 

しつぼに重なるぐらいに近づいて撃ちこめ。 

下の砲台X 4と共にボンバ— 

に巻き込んでしまえばいいで 
しょう(墨0 

固い砲台はこれだけでは壊 
れないので、さらに連射が必 

要です。その時にはもちろん 
ザコには注意しよう。 

超大型飛行機 
最後の難関は、やはり超大 

型機でしよ一つ。でも、こいつ 

の弾の出し方にはパタ—ンが 
あるので、パタ—ン化できれ 

ば案外楽勝で抜けられるよ。 
自機のパワ—が強い場合は 

4 

で 

m 

J m 
m m 

0 

r. 
K 

% 
写真27 

いる戦車を擊つとい5のがあ 
ります(写@)。 

このバタ—ンでは、敵の弾 
の誘導と右への切り返しの夕 

ィ///ングが難しいので使えな 
いかもしれません(いいパタ 

—ンを持つている人はそちら 
を使つてね)。 

ここで死んだ場合は、ボン 
パ—を使つて赤編隊を壊して 

Sを取つてから、強引に右の 

奴が弾を擊ち出す前に上の方 
へ行つて、ボンパ—を1発擊 

ち込んでお吉、そのラえに連 

射をくり返す。そして、ザコ 

が飛んで来る前に倒した方が 
いいでしよ-つ。 

この時、奴の弾には、いつ 
も同じ所に間が空いているの 

で、それを利用して、弾をよ 

けつつ連射すればいい。 
最終防衛線ですが、右下に 

自機を位置づけて' 左へ移動 
しながら緑のザnを擊ちます。 

陸地には沢山の戦車がいま 
すが、これは左から右へゆつ 

くりと移動しながら(一番下 

を)擊ち、一番右へ行く前に左 
へI度切り返してから、右に 

残つている戦車をまた右へ移 
動しながら擊つのが巳EST 

です。弾に追いつめられたら、 
ボンパーを使つてしまいまし 

よ50 

その後は、緑のザnを沢山 
擊てば、n周クリアといこと 

になります。 

ここT死んだ場411 

超大型機の少し前に戻され 
ます。パヮーが弱ければ、青 

いザコが出てくる前に倒すの 
は不可能でしよ5。 

こで、ど-つするのかとい 

、奴の弾とザコをよけつ 

つ連射するしかないわけです。 
青いザコの3編隊はいつも同 

じパタ—ンで動くので、それ 
を利用して下さい。 

具体的に言-つと、1つ目の 
青編隊は擊たずに左上によけ' 

2つ目は真ん中で擊つてしま 
い、3つ目はまた擊たずに左 

上によけるといつた感じです。 

そのあと、赤編隊が左右か 
ら出ます。その時も奴は生キJ 

ているので、出す弾はよけて 
いて下さい。緑のザコが出て 

4TJたら、-つまく弾をよけつつ 
左丨中丨右丨左と移動して下 

さい。もラ陸地は見えている 
はずです。 

ここに来てはじめてボンバ 
Iを3発連続でラち込むので 

す(単なる弾消し)。左にいて 
ラつのがポイントですSの 

ザコの弾が楽によけられるか 
ら)0 

その頃には' 超大型機は画 
面の下に消えつつあるはずで 

す。そいつの上を左から右へ 
移動すれば、この面はクリア 

したも同然です。超大型機が 
画面中にいると、いるはずの 

戦車がいなくなつているので、 
少しは(いやかなりかな)楽 

になると思います。 
ちなみに、ボンパ—は弾消 

しに使|つかわりに超大型機に 
使えば、2発で(ただし大き 

写真26 

た奴をボンバ1+連射で壊し 
(写㉖)、それから左に残つて 

バターンを使用して切り抜け 
て下さい。慣れれば簡単だと 

思いますよ。 
再び、海に戻ると超大型船 

が出現します。前座の青いザ 
nは左右に移動しながら' 片 

付けてしまいます。下から船 

が来たら画面のI番下に位置 
づけて' 上の3つの砲台は自 

機を重ねて壊してしまいます。 
中央にある固い砲台は、画 

面の下にいる一つちは擊つてこ 
ないので、その時に出来るだ 

け連射しておいて、その後は 

な翼に有効に当たるよ-つにし ん、ある程度弾を擊ちこんで 
ないとダメ 1(写㉙)。もちろ なくてはなりません)やつつ 

けることがでキJます。 
やつつけるころには、大陸 

に少しくいこんでいるので、 

横に連らなつた戦車も消えて 
いてくれます。そ-つすれば、 

せ1千万 
これでI応、攻略は終わり 

です。今回、紹介したものは 

パタ—ンのI例に過ぎないの 
で、あしからず。物足りない 

部分は自分で補って下さい。 

このゲ—厶は16周目をクリ 
アすると、3周目ぐらいの難 

易度に戻ります。16周目をク 

9 
2 

真 

後は残つたボンバIを弾消し 
に使いつつ、ザコをやっつけ 

けてクリアでキJるでしよ|つ。 

ボンバ—は戦車をまきこむよ 
うにして擊だなVてもバリア 

Iに使えるので、その間にシ 
mツトでやつつけられるぞ。 

リアすれば1千万点は近いで 
す。八マリそうになっても、 

ボンバIにたより、あきらめ 
ずに頑張って下さい。 



BBS 

B39 

ESS 

画 

國 

ロング 
射程距離がのびる。 

スピード 
弾のスピードがアップする> 

ツイン 
ツイン砲に変わる。 

パンチ 
パンチビームに変わる。 

ビッグ 
巨大な弾に変わる。 

ボーナス (防御•攻擊力がアップ） 

水晶 
パリアで守られる。 

星 
パワーアップアイテム 
全部と同じ力を持てる 

ランプ 
プレイヤー数が増える。 

グラス 
エネルギーがアップする。 

指輪 
ガードボールを手に入れら 
れる。 

ガイコッ 
エネルギーがダウンする。 

こe>こら、ヨーヨーをやつこ、これは、 
てんじやないよ一。 いだなあ。 

怒〇層圏みだ 5面から最後のボスは2匹 
づつなの0>。 

〇—ん。この人首が伸びす 
ぎだよ。 

mmr» mmmr 
t_»彎omym mmmr 

タイトル画面。O—ん摩何不思議! 

アイテム表」 
パワーアップ 

鬧 ファイヤー 火炎攻擊がでぎる。 

_ 

モンスターとの戦い 

WVJ9 

カルノフ以来、あまり話題作にめぐまれ 

なかったデコだけど、さて、この新作は？ 

% 

尖**辦麵 

不気味キヤラ 
ぞくぞく登場/ 

データイ—ストの新作、魔 
界都市八ンターじやなくて、 

迷宮八ンターをプレイしたか 
な。カルノフ、魔境戦士、臥 

竜列伝と、独特のグラフイツ 

クと音楽でプレイヤーを楽し 

ませてきたデータイIストの 
新作だ。近くのお店で見たこ 

とはあるかな? 

操作方法について 
操作方法は、巳方向レバ— 

と2つのボタンを使-つオーソ 
ドックスなものです。 

2つのボタンは通常攻撃用 
と回転攻撃用のものに分けら 

れており、Pつのボタンを同 
時に押すとビ—ムが発射でき 

ます。ちなみには、 
ボタンを押しつぱなしにする 

と、自機を中心にして360 

度全方向に弾を発射するとい 
一つもので' なかなか重宝しま 

すよ。ただ、射程が短いので 
気を付けましよ-つ。 

それと2人同時プレイの時 
に、お互いのビー厶を合わせ 

ると、威力がアップするので 
覚えとこラ。 

アイテムについては、表を 

載せてお<ので参考にしてほ 

しい。 
(pop小玉) 

うわぁ—/この人、集団リ 

ンチかぁ—。 
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タイトル画面。 

©セガ 

あまりのムスかしさに、あきらめてしまった人も多い八 
ズ。しかし、全面クリアは確実にでている。 
君も、これから書くことをしっかり押さえれば、2人用 

ならば（1人用は鬼の世界）全面クリアも可能なものとな 
る八ズ〇 (JOE山田） 

纖 
strttiiii Difiiii liitiitm 

§ 

ツ 
は 

このゲ—ム、ある程度の基 
本を押さえれば、ハイスコア 

ラーも何も^^ないレベルま 

で、くることができる。 
これから挙げるのは、必ず 

体で覚えなければならない事 
ばかりだ。 

しつかりとマスタ—せよ！ 

★赤いパワ—アップは取らな 

いよぅにせよ 

これを取ると、連射した時 

」、敵を上手く狙えなくなっ 
Lしまぅ。特に、地上攻撃の 

eい、非常にやっかいになっ 
ししま、っ。9 .10®以外で持 

っている場合は、パ—フHク 

rはあきらめたほIがよい。 

育べ—スは狙って擊て 

完全に把握しておかなければ 

ならない。 

バタ—ンの読み違えは、即. 
死(ゲ—ムオ—バI)につな 

がると、考えてもらいたい。 

★へたに動くな 
はじめのぅちは、動かすの 

は照準のみでいい。初心者は 
動くと敵に体当たりしてしま 

うハズ。弾をよける時以外は 
動かないように、心がけよう。 

る。 
また、丁度この時に逃がせ 

ない青パワ—がでるので、む 
やみに後(左)方を擊たない 

こと。 

いよいよ、最強の敵ともい 
える「GIBB7」へ通称：囲 

み)が登場する。出現する場 
所は押さえておくこと。(M米 

を参考にすると、よい) 

また、旧バ—ジヨンでは、 
煙をたす「BAIA4」が登 

場する0 

口黄赤)||4 
とにかく、煙をだす奴を早 

めに処理すること。それでな 
くても追いつめられるのに、 

放っておけばつけあがること 
今けあい。 

そして、またもや強敵「T 

RI3G」出現。当然、出現 
現場はチェック。 

ベースを残すと、—CBM 

も逃がすと考えて欲しい。こ 
こらへんから、時々、速いや 

つが飛んでくるようになる。 
また、移動中に、プカプカ 

している衛星(サテライト) 
にブツカらないよ—に。 

丸い衛皇「GIR4」のフ 

才—メーシヨンアタックには 
要注意。 

ICBMがやたらと速いの 
で、擊ちもらさないょぅに。 

脚 
青黄) 

ここらへんから、敵の弾 
のスピ—ドが上がってくる。 

さすがにこれにはなれてもら 
ぅしかない。青パヮ—がない 

と、かなりつらい戦いになる。 

最後の総攻擊には、耐ぇる 
以外にはない。君の腕が試さ 

れる。 _ 

1(青赤赤)18 

ベ—スがぅるさい。早めに 
処理しとくのは定石。残せば、 

かなりつけあがる。 
また、煙と突擊してくる「K 

SIT4」が、かなり速くな 

つてきているぞ。 

また、岩に照準がいつて、 
手りゆ、つ弾になる(爆発が遅 

くなる)ことが多いので注意。 

EI冃) 9 
強敵である囲みのバタ—ン 

は完全にしておかないと、終 
わるぞ。(6回) 

横にダア—ツと走る衛星は 

ベ—スは、連射にまかせて 
擊つのではなくて、—つのべ 

—スに対し、—0ずつボタン 
を押すのだ。そぅしないと、 

照準が合っていても、当たら 
ないのは必至。 

★人のゲ—ムを見てスバれ！ 
完全にバターンを読まない 

と、このゲ—ムはI瞬にして 
終わつてしまう。そうならな 

いためにも、敵の出現バタ— 

ンと敵の動きと攻擊方法は、 

$は、こ—ゆ—記事を見 
ないで自力でやつて欲しいの 

だが、そぅもいかないのが現 
PCO 

そこで、攻擊法(敵の出現 
パタ—ン)とまでいかないが、 

自分なりのパタ—ンを作るさ 
いに、必らず役に立つ、コツ 

を教えよう0 
なお、ラウンドS不のあと 

の色の文字は、パワ—アップ 
をさしている。 

S 
1 

1 

この面は、基本中の基本。 
この面のバターンが作れな 

いよぅでは、全面クリアは危 

いと考えて欲しい。 
この面では、ベ—スに気を 

付けよ、つ。けつこうがし 
てしまうのだ。：^gは覚える 

こと(4つあるヨ)。また、黄 

色パワ—は必ず取るべし。 

画面の上半分が惑星となる 
あたりが、この面の山場とな 

まな空間において交わ 

ラウンド別攻略の 

、超過激かつ超困難な衛星戦争…。 

れは超基本だ 
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ハトが飛びます。 出だ一っ/1人用、オーやりだ<ない面ですね。バーフエクトを狙え/ こ一なっだら、はい、サう一ん、松本零士。 お一っと、またもや隕石 
ルバーフエクト、100万隱し面。 ヨナラ。 面。隕石を撃っても点に 
点ポーナス。 はなりません。 

爆竹野郎、放ってお<と、赤い機雷。じっとしてれ三角形の動きもよい。振囲み。強い、強い、強い。煙を出す人。中心の白のこの人は、左右からいきこいつだけは、近すいて 
えら<つけ上がるぞ一っ！！ば、体当だりされないョ。り返る時のフースターがしかし動きは、芸術的。まわりを緑の点がまわっなり飛んできる。体当だ <る。 

さらに放っておけば、あしル、 マイムマイムを踊っていている。煙りは、その方りされるな。 
きらめて、彼は帰ります。 るみだい。 向に飛んでい<のだった。 

さらに、この面にはベ—ス 
がない。 

この面は、なれればパ—フ 
Xクトの狙える面だったりす 

るんだ。 
三角形の戦闘衛星「TRI 

3G」、そして囲みのバタ—ン 

を把握すること。ちなみに、 
縦横、斜め、8方向、囲み、 

縦横、囲み、縦横、斜め、縦 
横、囲み、囲み、8方向、8 

方向、囲み、8方向、の順で 

出現するよん。 

んだよ。 
それを、死んだ時は必ずミ 

サイルを擊つこと。 

育バワIを逃してはVケナV。 

ダメ —ジはミサイル—本と 
べース2コ、ファイタ—及び 

サテライト3コは同じダメ — 

ジなんだょ。 
とい、っことで、もつとくわ 

セガから 
今、セガのゲ—ムセンタ— 

では、君だけの「SDI高得 

点認定証」を発行している。 
この認定証は、ゲ—ムセンタ 

Iに置いてあるぞ。 
まず、ゲ1^をやつて、「自 

己ベスト」を係員に記入して 
もらい、店名印をもら、っ。 

これで、君だけの完全保存 
版「SD丄咼得点認定証」の 

出来あがりだ//: 

限定版なので大切にね//: 

しく攻略法を知りたいと思ぅ 
人は、アンケートはがきのす__ 

みにでも、「SDIをもつとお 

しえて」とでも！！日いて欲しい。 

〇、美しい。隱しボIナスを探 
すんだ/ 

さ一あ、ここはどこでしよラ。こ 
れでゲーム内容がわかるますね。 

ぺ—スがつけあがる。こんなの 
1人でど一つすんの? 

サイ□からの—CBMは速いゾ 

逃がしやすいので、これもチ 

エツク。 
とにかく、全II面中でI番 

ムズかしい。 

一.^! 

6]黄) 
—CBMのスピIドがかな 

り上がつてきているぞ。また、 
コンスタントに出現する赤い 

機雷。「GRIRB」には、要 

注意。追いこまれたら終わり 
だ。 

また、中盤以降にでる「T 

AC IX」は唯|の弾を出す 

キヤラだ。 

補足を 
青パワーは、2つまでしか 

取らないこと。一;*€フレイヤ 
Iでも、3つ以上は取らない 

はい、これでゲ—ム内容が良< 
わか10ますね。 
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う一し、ムチでいってみようかあ一。 これがタイトル画面だ！夕陽をバック 

にしぶいネェー。 

こ、これがパワーアイテムを持ったヤ まずは武器を選択するんだよ一ん。 

ツだ。ドツギヤーン！ 

君は真の勇者となれるか!? 0000 
ス 

pop小玉 ^ 
⑥ 

輸出用として販売された、あの幻のアクシ 
ヨン•シューテイングゲームが今、君の前 

に現われた◦後ろを見せるか、君は？ 
立ち向かえ/真の勇者よ。 

あの名作が再び… 

今回紹介する大列車強盗は、 
昨年の第1回AOUシヨ—に 

出品されたゲ—ムなのだ！ 

輸出用として販売されていた 
のを、このほどカワクスが国 

内販売したのだ。 
では、ゲ—ムの説明にうつ 

る前にス^-Iリ—といこう。 

対決/ 
敵：^盗団 

この世の中に、お金ほど素 
敵なものがあるだろうか。こ 

れは今も昔も変わらない。 
腕と度胸に自信のある奴は 

強盗になる。 
と決まつてる訳じやないが 

アメリカは西部開拓時代のあ 

る日' 強盗団に金魂を積み込 

ると' かなり難しくなるゾ。 

だから初心者の人は' 絶対' 
厶チだあ一。 

と、いぅことで基本攻擊に 
ついての説明は終り。 

最後にしやがみについて| 
言0 

敵のほとんどの攻擊はしや 

がんでいればかわせるので、 
敵を倒す時は、常にしやがみ 

とアタックポタンをI緒に使 
、つようにしよう。 

アタックや、その他もろも 
ろの操作については以上だ！ 

お次は攻略法だよ—ん。 

stage 〇 
やはり' どんなゲ—ムでも 

そぅだけど' 小手調べの1面 
だね。まずは自機の操作に慣 

れるのがI番だ。ザコを倒し 
ながら少し進むと' パワ—ア 

ップアィテムの入った青い箱 

を持つ敵がでてくるので、ア 
イテムを確実に取ろう。 

その後に' 投げ縄を投げて 
くるヤツがいるのでしやがん 

で攻擊だ。それと帽子をかぶ 
ったヤツは、ピストルを拏っ* 

てくるので' 投げ縄野郎と同 
様にしとめよう。 

1面の終りの方で' もう一 
回アィテムが取れるので' そ 

れまでに先に取ったアィテム 
を使っておこう。 

1面は屋根の上の方が簡単 
だゾ。 

いよいよ1面のラストのバ 
リケ—ドのある所に来たかな。 

そうそう、このゲ—ムは各面 
の終りにバリケ—ドが築いて 

ある車両があって、ここでス 
クロ —ルができなくなり' I 

定数の敵を倒すと、その面を 
クリアできるんだ。(つまり、 

戦場の狼、グリ—ンべレ—と 
同じつてこと。) 

さて' 1面のバリケ—ド車 
両の攻略法はまず、後から来 

る赤い服を来たザコを倒した 
ら'写真@の位置でひたすら 

しやがんで' 前へ攻擊するだ 
けでOKだ。ウ—ン簡単、簡 

単。 

stage ❷ 

んだ列車がついに乗っとられ 
てしまつた。 

そいつらはほんとに悪い奴 
らで(そりやそうだ、列車強 

盗するもんだもん)、極悪非道 

の無法者。金のためなら情も 
なにもありやしない。 

金魂と人質を取り戻すのは 
君' 保安官の仕事である。た 

ったI人で、すご腕の保安官 
ハり—ホ—クスがあの危険な 

列車に飛びのった。 
ピストル' 投げ縄' 爆弾… 

ヤワな奴ならI発で卒倒する 
ぞ。 

勇敢！ ハリ—ホ—クスは 
西部の英雄となれるか？ 

操作と 
パヮ—アップ 

操作系は4方向レバ！本 

とパワ—攻孳ポタン、基本攻 
擊ポタン' しやがみポタンの 

3つのボタンを使用する。 

それでは、まずパワーアツ 
プについて説明しよう。 

パワ—アップアイテムは投 
げ縄、爆弾、ファイア—アタ 

ツクの3種類が有りましてそ 
れぞれ3回迄使えるぞ。もち 

ろん使わなければ次のステ— 
ジへ持っていける。(但し、同 

じアイテムを連続して取って 
も' 使用回数は3回以上にな 

らないのであしからず。) 
では次に基本攻孳についで 

だけど、プレイヤIはゲーム 
スタ—卜時に' 厶チ、ビス小 

ル' パンチの中から好きな攻 
擊方法を選択できる。 

この中で' 初心者にはムチ 
が一番使い易いんじやないか 

な。ピストルは使いずらいよ。 

最後のパンチは' 高得点を 
狙う人には良いでしよう。な 

せなら' パンチはムチとビス 
トルで敵を倒した時の2倍の 

得点がもらえるのだ。でもそ 
の分、ムチやピストルに比べ 
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ウイー。う一んヨッパライかな？ 

カラムーチョ食べたの君達ででしよう。 

「ヒー（火)」 

うほ一い金だよ金。ほこほこ。 

23 

それそれ一。ランニングだあ一！い 

つちにさんし。 

あれれ一。みんなで昼寝しているよ。 

こりやあ。 

このモヒカン野郎が最後のボスだ。も みんなす巻きだよ一ん。ジタバタジタ これで|面は、ラ.ク.ショー。 

うひとふん張りだゼ！ バタ0 (写真！)） 

やったね！恋人!？を抱きかかえて 高い高いなあ一。パタパタソレソレ。 2面ははこんな感じヨ。（写真®) 

イザ！ 

バンザーイ〇バンザーイ。パカランパ 4面もこの辺で0 K 

カラン…。 

ここは食堂車なのだ。う一ん腹へった 

一。（意味ナシ） 

この面も' 1面ょりザコが 
多い位だけど、中盤のほろ馬 

車が積んである車両は難しい。 

この車両に入るとすぐに' 
ガンマンが4〜5人来るので、 

ほろ馬車のカゲで待ち伏せて 
倒そぅ。 

少し進むとアィテムが取れ 

る。さらに進むと、ランプを 
投げるヤツが出てくるゾ。こ 

いつの投げるランプは' 着弾 
するY座標上で、しばらく燃 

えている。もちろん消えるま 
で待たなくてはならないゾ。 

でも、こいつの投げたランプ 
は、空中にあるときは触れて 

もミスにならないので、接近 
戦が有効だ。 

後は、バリケ—ドのある車 

両と手前の車両の連結のとこ 

ろで' 敵がたくさんでてくる 
ところがあるが、ここはザコ 

からやつつけてしまえば楽勝 
だろぅ。 

2面のバリヶ—ド車両の攻 

略法は写真©の様に、バリケ 
Iドにピッタリくつついてい 

れば、まずランプにやられる 

ことはないので大丈夫だよ。 
あぶないと思つたらアイテム 

を使え。 

STAGE ❸ 

この面からかなり敵の攻擊 
がキックなつてくるので用心 

しよう。 
3面でツラィのは、食堂車 

のあたりと言えよう。爆弾を 
コロコロと転がしてくるヤツ 

とザコの混合が手ごわいので、 
ザコを片付けてから爆弾野郎 

を倒そう。テ—プルや木箱な 
どの障害物をうまく利用して 

チョ。この面は屋根の上を進 

んだ方が楽だよ。 
さて、3面のバリケ—ド車 

両の攻略法は2面同様' バリ 
ケ—ドにはリ付いて攻擊して 

くれ。ザコの攻撃は楽だが、 

上から降ってくる爆弾にやら 
れやすいので注意せよ。ここ 

もあぶないと思つたらアイテ 
厶だ。 

stage ❹ 
スタ—卜直後に爆弾野郎が 

2人並んでいるところがある 

ので、敵が画面にでてきたと 
ころをすぐ攻孳するか、転が 

してくる爆弾のタイミングが 
それぞれずれてきたら攻撃す 

る、の2通りでしょぅ。(もち 

ろんアイテムを使ってもいい 
ですよ。)特に、パンチの時は' 

後者の方法がよろしいかと思 
いまつせ。 

さて、さらに進むと今度は 
材木を積んだ貨車の上に出ま 

す。ここは空からワシにぶら 
下った敵が' 爆弾を落として 

くるので気を付けよぅぜ。あ 
と材木を積んだ貨車から、客 

車に飛び降りるところは注意 
してくれ。 

4面のバリケ—ド車両の攻 
略方法だが、ほとんど2面と 

同じ方法でOKだ— 

stage ❺ 
この面はさすがに最終面だ 

けあつてキツイ、キツイ。と 
にかく'アイテムをけちらず 

にバンバン使っていこう。 
ここまでこれた君ならできる 

ハズだ！(う—ん、いいかげ 
んだなあ—。) 

この面だけは、いままでの 
4つの面と違って、最後のポ 

スとの一騎打ちだあ— !厶 
チやピストルなら楽だが、パ 

ンチは難しいゾ。とにかく基 
本通りのヒット&アウHイし 

かない。こいつを倒すと人質 
を救出して' 1周終りだ！ 

ちなみに、2周目はまた武 

器の選択画面から始まるゾ。 
この大列車強盗は地味だけ 

ど、なかなか楽しめる作品だ 
と思うょ。是非' 君も一度プ 

レイしてみては？ 



いまさらグラディウス 
グラディウス2000万点への道 

すごい奴がいる 

GOD昨年の暮の頃だつ 
たかな、PC巣鴨にすごい奴 

がいる、とい5噂がどこから 
ともなく広がつていた。 

その男がどんな奴かとい5 

と' 背がひょろつと高くて、 
話すと博多弁のなまり濃厚で 

大吉な声なんだ。めぞん、と 
名のつて。それだけなら、ど 

-つつてことないんだけど、グ 
ラデイウスをプレイするとス 

イスイと1Q0◦万を軽く出 
していくんだ。それも全然苦 

労しない感じ…。 
御旅屋でも、何でいまさ 

らグラデイウスつて感じが、 
巣鴨の常連の中にはあつたょ 

ね。 
岡沢そ-つそ5、それはあ 

つたね。でも、彼がプレイする 

と沢山のギャラリ—が息をの 
んで見ているといラ感じで…。 

Go□何といつてもすご 
いのは〃復活"だね。これは 

大げさでな<初めて見たとさ 
は驚愕だった。東京のプレイ 

ヤ—はグラディウスは死んだ 
らおしまいと思つていたし、 

"復活"とい5言葉さえ知ら 

なかった。 
御旅屋だから、死ぬとギ 

ヤラリ—は「な—んだ、死ん 
じやつたじやない」つて感じ 

で散って行くでしょ。ところ 
が、気がついてみると、彼は 

まだプレイしている。実に軽 
ろやかに。彼は〃復活"させ 

たんだ。そこで、またギヤラ 
リ—がどっと集まる。 

GODすごい奴だ、とい 
う噂はあっという間に広まっ 

たね。 
御旅屋5ん、確かに。今 

まで都内でもI流のプレイヤ 
I達が〃不可能"と断言して 

いた〃復活"を、あんな風に 
あっさりとこなしちや-つんだ 

もんね。 
岡沢最初に会ったときは、 

こいつは人間の限界を越えて 
いる、と思ったね。そ5思え 

るほど、ブレイが完*$んだ 

ょね0 

GODだから都内、いや 
関東圏内で一番グラディウス 

が5まいのは多分彼だろ5ね。 
JOEだけどさ—、彼も 

地元(博多)に帰れば、みそ 
つかすというか、3番手クラ 

スなんだつてさ。めぞん自身 
の言葉だけど。 

岡沢|つ—ん、さすがに福 
岡のレベルは高いなあ。 

必見の価値ありだよ 

岡沢このゲ—厶は彼に言 
わせれば、パタ—ンゲ—ムと 

い-つことなんだけど。 
G0D確かに知ってるか 

否かってのは当然大きい。7 

面の最後の方の八ッチの所な 
んて、2周以降死んだら普通 

ははまるけど、実はかなり簡 

単なパタ—ンがあって、めそ 
ん日く「ここで死んで博多で 

はまるやつはおらん,-〇 
実際、僕も昔はそこではま 

ったけど、めぞんのバタ—ン 
を知ったら抜けられた。 

JOE -つん、要塞といえ 
ばさぁ—。あそこの中盤の花 

火なんかがバシ八シ上がって 
も、よけちや-つんだよね。し 

かも、それもパタ—ンなんだ 

って、道が見えるっつ—から 
ね。あれは、も-つ、芸術以外 

の何物でもないよ。 
御旅屋ゲ—厶でア—卜す 

る—つてワケか。でも、パタ 

—ンといっても無限の可能性 
Iつまり、敵や弾の誘導と 

か、その時のパワ—アップの 
相違とかがあるわけじやない 

の、グラディウスって。そん 
な中から巳ESTと思われる 

パタ—ンを見つけるってのは 
えらいょ。 

(ここで、新人のSPREA 

MIREI君が、いきなり現 

われる) 

REIえ、なんの話です 
か?あっめぞんのグラディ 

ウスですね。あれは神の域に 

達っしていますよ。やっばり 

逆火山のバタ—ンは必見の価 
値がありますね。 

岡沢一般のプレイヤ—と 
して言わせてもら-つと、絶対 

にぬけられないと思っていた 
逆火山の立ち直りを、あっさ 

りとクリアしてしま-つのには 
ビックリしたね。 

G0□そ5そ5調子が良 
ければ、逆火山をI発で抜け 

た〇してんの。 

グラディウスを作った開発 
の人でさえも、あのゲ—厶で、 

あそこまでの奥の深いプレイ 

が出来てしま5なんて考えら 
れなかつたんじやないかな。 

(ここで魔王山河氏登場) 
山河あ、めそんのグラデ 

ィウスのこと。実際にめそん 
のプレイを見せてもらつたあ 

と『これで極められる』と思 

つていざプレイをしてみると、 
1周目がこえられなかつたし 

。上手な人のプレイほど簡 
単に見えるといラけど、グラ 

デイウスもそのひとつだね。 

とい*3>訳でめぞんの出番 

山河やべ—//: くいもん 
無くなつてるよ—。 

(食べ物、飲み物類がここで 
底をつく) 

JOEまだ、ここにビ| 
〇残つてるよん。んでさあ、 

確かに、めぞんのブレイを見 
てるとさあ、簡単そ-つなんだ 

よね。まあ、これは' 模範プ 
レVを見てから' 練習するし 

かないんだけど。 
御旅屋も51つすごいの 

は、あの点効率とい5か、1 

◦0点に対する執念ね。 

岡沢そラそラ、も5めぞ 
んぐらいになると、1周で何 

点取れるかとい-つことに非常 
にこだわつているね。 

GOD結局めぞんが言ラ 
には「どこで死んでも大丈夫、 

となると考え方が変わつてく 
る」んだよね。最初の1周で 

55万てのもスゴイけど、E周 

以降も点効率が変んないのも 
スゴイ。 

彼にとつてのバリアは安全 
の為にあるんじやな<て、稼 

ぐ為にあるんだよね。 
REIそれはいえる。き 

やつは、バリアをどこで消す 
のもパタ—ンになつているし、 

それよりすごいのは、何周で 

もパワ—カプセルの調整をす 
ること。ここだと思ラ所で青 

カプセル出しちや-つしね。 

GODで、このめそんの 
グラディウスをゲ—メスト誌 

上で紹介するしかないと。 
熱心な読者で、わざわざ巣 

鴨にめぞんのグラディウスを 
見に来る人もいるけど、地方 

の皆さんの場合、そ5もいか 
ないしね。 

—いう訳で、来月から 

めぞんのグラディウスを大紹 
介(しようと思う)。乞う御期 

待//: 

(構成• GOD) 
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八イテク利用のフェイント空中静止 

f忍者流」八イテク登りの確実な登り方 

永久ファイヤーについて 



シ 
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ン 
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シ—ン 
——Aよりは易しいがム產 

は敵を全滅でクリアとなる。 
テンちやん(カミナリ小僧) 

に注意しろ//: 

序盤戦、だ/ 
11でt 

この面は横に長い面で、松 
の木が点在する置足の美しい 

两これだけでも来る価値は 

-4A面は—が美しい。， 浜辺での戦い。 

深て長の面で、般若がMク 
卜。フラズムをはいて攻擎して 

くる。フア'イ^—■をうまく使 

えば、占*ぎができる。ファ 

スタ—卜直後に注意しろ。 

イヤIを使いな'から下に落ち 

ればいい。 
また、旧バージヨンだとフ 

ァイヤ—を2個連続して取れ 
ば、ファイヤーが自分の武器 

になり、乎氷久に使えるよう 

になるぞ。 

1の面のフアイヤーが3つある。 

よく見るとR^rクンが涙を流している。 

シーン 

あると思、っ。 

段差はなくて、敵は黒忍者 
が中心だが、逃け場がなくな 

つてしまう。こういう時Uい 

つたんaけよう。出口へ行け 
ばシ—ンクリアとなる。 

I 
いわゆるハイチク登けの練 

習面のよぅなボーナスステー 
ジ。その、つち' ハイテクの登 

りができないとクリアできな 
い面も出てくる。この面だけ 

なら壁にしがみついて登る根 
性登りもできる。また、上の 

隠れブロックaは点数源のブ 
ドウ等が隠れているぞ。 

'クリアすると、ボ—ナス..点 
■とともに、フアイヤ—をすで 

に持っている場合は*弾、新 
,\ I *〆■ m 〆 hmr,、7^^ ブ_ 

ない時はカマCフーメラン) 

no 
縦に長い山の面。ガイコツ 

とかみなり小僧のい^面。見 
かけよりは簡単。フアイヤ1 

が2つあるからだ。かなり稼 

るが、点はこのゲ—ムには 
実はあまり意味がな0のだ。 

シーン 
-Cょりは狭い01の两 

—つあるフアイヤーを有効に 
使えばクリアは難しくない。 

旧バ—ジヨンだと、iCで 
フアイヤ—がたまつているの 

で、それを使えぱいい。 



強敏コウモリが出てくる面〇 夕日に輝く大ダルマ。 

ハイテクの練習面その2 

きれいな海の面0下に見えるのはネックレス。 

さて、ハイテク登りだけで 

きても、空中でフxイントを 
かけて止まれないようでは、 

ノ、イテク登りを極めたとは言 

い難い。空中でハイテクをし 

ながら、ほぼ同じ位置を保つ 

(実は少しずつ下にずれる） 

方法を説明しよう。 

まず例の如く、ハイテク登 

りで登ってくる(図1)。そし 

て、そのまま登ると危険な場 

合、レバーとボタンからいつ 
たん手を離す(図2)。 

すると、忍者クンは壁にぶつ 
かってはねるが、勢いがなく 

下に落ち気味に戻ってくる。 

そこを再びハイテクを1回し 

て立ち直る。 

これを繰り返すと、だいた 

い同じ位置が保てるが、図3 

のAからBへというように少 
しずつ下にずれていくから、 

注意しよう。逆に、これを利 

用してはねる位置を修正する 

こともできるぞ。また、図2 

の最中に好きな方向に爆弾を 

投げられれば、ハイテク登り 

(幻至めたと思っていい。 

図一I 

ぐ、 

3 lei 
図- 2 

で、 雜芍 

2©© 

図-3 

Q 1 

⑥ 

シ—ン 
初めての}1くつのシ—ンだ一 

が' このシーンこそ忍者キッ 
ド2の本領が発揮される面な 

のだ。しかし、実質的な一面 

なので、そんなに難しくない。 
出てくる敵はメダマンとコウ 

モリだけ。メダマンに気絶さ 
せられている時のコウモリの 

体当たりに注意しよ、つ。 

巨大ダルマが出現する左右 
に長い面。最後に出口が2つ 

あるが、新バ—ジヨンのみ、 
上の出口に行くと別¢0面に進 

める。 
巨大ダルマは、当たつても 

死なないが、下じきになると 
つぶされる。だから、空中戦 

を挑むのがいいだろう。ジヤ 
ンプして璋弾をSけまくれ//: 

シ—ン7〜13 

爆弾と4少の 
ノィテf I 

シ—ン3と基本的に同じ。 

ただ、上部にある細い溝に落 
ちないように渡るには、ジャ 

ンプポタンを押しつ放しにし 
ておいたほ、っがいいですよ。 

このシー:v\をクリアすると、 
旧パ—:ンョンで蜾弹を持って 

いる場合は、|見何もくれな 
いようだが、自分の武器が3 

連射になるようになる。カマ 
しか持つて；：> ない場合は*弾 

がもらえる。旧バ—ジョンで 

カマとファイヤ—を持つてい 

て*弾がないという、とんで 
もないことを 

11111してしまつ^! 

人は、11弾は 
^ ここではくれ 

ないのでピー 

,., ンチ//: 

これが比較 
的安全なバタ 

〆 >1 1#、、 —ンた力I 
もあるので、 

ここまでにス 
トックをため 

てきておいた 
ほぅがi'いか 

も。 

広い山の同スタ—卜時に4 
落下していくが、左側に見え 

る洵くつへ行くとクリアでき 
る。そのためには、高い所へ 

登っていって、iaの所を 

渡つていかなければならない。 
その後、中段から左側へジ 

ヤンブするか、最上段からそ 
のまま下に落ちると出口へ行 

ける。この面はフアイヤ—が 

3つあるが、3つ同時に取る 
と■フアイヤ—が2つたまる0 

新バ—ジョンだと、これはで 
きない。新バIジョンC7)場合 

はコゥモリが多いので注意す 
ること。 

旧パージョンで、このシー 

ンで、氷久バタ—ンをやってい 
る人は、白い目で見られても 

文句はいえない。だって、何 
の意味もないのだから。君も 

友人がそうい、iをしていた 
ら注意してやつて下さい。 

とリあ**^上まで|^|ろ、*5.。 iこを渡つていかないとクリアでぎない。(置a) 1 

シーン i 
海の面で、右へ長い两右下 

に出口がある。初心者にはか 

なり難しい面だろぅから、パ 
夕Iンを多少説明しT-おこう。 

まず下に行つて、夕nにや 

られないように、タコだけは 

剣でうまく倒して、—匹めの巨 

大魚が出るまでそのまま進も 
う。巨大魚をかわし、—匹しか 

いないタコをかわしたら、今 
度は海面スレスレを剣を出し 

ながらiで進も、つ。途中、下 

にある_フルJツに変わる 
ネツクレスや得点になるおに 

ぎり等はiしたほうが安全。 

I雄力大特集 忍者くん 

Jii 

00000mmm 
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下に見える竜の子は無敵だ。 

シーン 
ガイコツがいつ:^いいるポ 

1ナスステIジ。 

ハイテク登：：つまく使え 

ぱクリアできるが、すでに武 

器を持つているなら無理する 

必要はない。さつさとトリイ 
からでてしまおう。ちなみに、 

下に落ちながらガイコツに爆 
弾をると、けつこ、つ稼げ 

たりなんかする。 

シ1ン14〜20 

0\—二 1 
海の面だが、<|產は深海へ 

潜って向こぅ側へ行かなけれ 

ばならない。初めの海とはま 
た別の難しさがある。 

ここは、特にパタ—ンはな 
い。慎重に進んでいこぅ。難 

しいのは最後の陸地にへばり 

つく瞬srナナメ上にレバー 
を入れておくのが へばりつき 

やすいぞ。海面から顏を出JL 

てしまうと無防備になるので、 

場合によつては、先に敵を剣 
で殺しにいつたほ、つがかえつ 

て安全だ。 

ヤ7? 

息がキレタP 
弱音をはくな 

ることだ。こうすれば、ミニ 
ドラゴンufられずにすむ。 

しかし、fはこの^^か 
らはSけられないので、ナマ 

ズが画面の端に見えたら、立 
ち止まつて、ミニドラゴンの 

タイミングをはかつて1弾を 
ながら歩こう。わざと— 

回気絶させられると、次Cな 
ぐられるまでの間隔があくの 

で、その間にナマズを倒して 
もょい0 

さて、最後のガイコツだが、 

これにはいくつかのクリア方 
法があるので、ここでくわし 

く説明しておこ、つ。 
① 爆弾を部屋の手前から 

落とす方法。確実だが、うま 
くやらないと時間がかかる。 

新バ—ジョンでは、なぜかガ 
イコツを倒すのに、特に時間 

がかかるょうだ。 
② ファイヤIを使う方法。 

3発当てれば、まず確実に倒 

せるが、つつこんでいかない 

といけないので、4^性は高 
い。最後の切り札的方法。 

③ 足元をはつて進んで？^ 

抜ける方；T新バ—ジョンでは 
はつて行くと気絶させられな 

いので有勾ただし、これも剣 
の振り方に注意しないと_ 

さて、何はともあれ、ここ 
の大ガイコツは—回倒してし 

まえば復活しないのでひと安 
心。出口には、壁を一回ハイ 

テクすればたどりつけるぞ。 

シIン 

前半のヤマ場。ここからが 
本当に難しい匕いえる。最後 

访大ガイコツまでは、ミニド 
ヲゴンとナマズの混合攻擊が 

続く。やみくもに進んでいく 
と、必ずミニドラゴンに気絶 

させられた時に、ナマズにつ 
つまれてしま、つ。 

これをクリアするには、い 

、つかの方法があるが、I番 
安全なのは、はつて前進す 

この憂はばつちり攻略してます。 下をはつて進めるのが新バ—ジヨン0 

シ—ン 左上の登り方が問轉 

ボ—ナスステ—ジだが、左 
端を登るのには多少テクニッ 

クが必要だ。左端は、右側の 

壁にへばりついて根性登りを 
しなければいけないのだがV 

ただ、右側！iジャンプしただ 
けではぅまくへばりつけないa 

右側の壁にはりつくには、い 

つたん左へジャンプして、即 
座にレバ—を右へ入れ続けな 

Uといけない。ここさえ登れ 
ば、他は特に問題ないだろ、C 

洞くつの面で、ここの面か 
らそろそろ難しくなつてくる。 

ハィテクのjzscfができて、_ 

_つていないと始まらない。 
敵は、コウモリ丄メダマ丄 

どくろ首丨ナマズの順に出て 

くる。ナマズは、1弾を投げ 
ながらゆつくりと1刖進しない 

といきなりつつこんでくるか 
らかなり強敵となる。 

この後、下に落ちて、再び上 
に上がらなければいけないが、 

この時にはハイテク登りをし 

ながら' ガイコツめがけて爆 
弾を择つけるテクニックが 

ないと、クリアは難しいぞ。 

シIン 
I 

迷路の面だが、分かれ道は 
まだなく、迷ぅことはない。 

爆弾を持っていれば楽な面だ。 
初めに、上に登っていくと 

M大ガイコツがいるが、ここ 
に行っても特にはない。 

下に行くと、大ダルマ丄コゥ 
モリ&ミニドラゴン-^大ダル 

マ2匹の順に敵が出てくる。 
大ダルマ2匹と戦、つ時も、ジ 

ヤンブしながら1弾をうつ空 

中戦が#^だし、気持ちいい 
ぞ〇 

ナマズは要注意。 

りができないとどぅしよ^5 

ないのだ。このテクニックがな 
いとクリアできないといぅだ 

けでなく、このテクニック自体 
がこのゲ■-厶のオリジナリテ 

イであるともいえる。しかし»' 

初めのうちは意外に難しいの 

^_ 

㊀ 

4TS 
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ミ酷に落ちると死ぬぞ^ 

ハイテクをフェイントで決める。 

ここからジャンプすると岩の中にはまる。 

mmmmmM 

m_釋_禱 

1 
55_ 

, 科 
mmmf 

シ—、〆 
i 

ボーナス'ステ—ジだが、JI 

こには鳥居がない。とにかく 

出Qへ行くしかない。注意し 
なければいけないのは、上涫 

待ち構えて：：> るチマズ。こい 
つはまと^に行くとかなり危 

険なので、下にいる時にI発 
フアイヤ—をうつて倒してお 

くといい。この面は、実はは 
まりのシーン24への布^!であ 

つたりするわけだ。 

シ—ン 1 
スタI卜の時のタイムが5 

00であることからもわかる 

ように、やたら広大な面。洞 
くつあり海あり溶石地帯あり、 

あらゆる難しさが待つていを。 
シ—ン14につづき、こごも大 

きなヤマ場だ。 

まず、野原から始まり、洞 
くつa入り、次いで、下に落 

ちていき、f湖へと進む。 

この湖は、初めに下の方、後 

を上の海面スレスレを進むと 
いいと思、スやつとの思いで 

壁にへばりついても、もたも 
たしていると右側のガイコツ 

にやられてしまぅので、気合 

をいれて、急いで壁をはい登 
ろぅ。 

その後は、再び迷路(分か 
れ道はないが)の地形が続き、 

上、左、下と進んで、溶岩地 
帯に舞台は移る。途中、*か 

下に変わつて落ちる所に、ミ 
ニドラゴンとガイnツがいる 

が、ここはジャンプして降り 
て、ミニド1ゴンを気絶させ 

るといいだろ、つ。 
さて、溶岩地帯キ飞来れば 

死んでも海には戻されないの 
で、とりあ、Kfすひと安心だ。 

溶岩地帯では、慎重に溶岩に) 

落ちないよ、つに進もぅ。 

ここでは、かみなり小僧を 
遠くから1弾で倒しておくと 

い、7ことと、¥のフル—ツ。 
は取ろぅとしないことに注意；^ 

すれば、たいして問題はない0g 

¥に、一応大ガイコツがいLT 

るが、別にどうということは々 
ない。(これはやつてみればわ 

かるでしよ、つ〇) 

j:i地帯が終わると、丄產 
はずつと上に登つていく通路 

のシ—ンになる。ハイテク登 
^を自由自在にできるテクニ 

ツクがほしいところだ。ハイ 
テクで単に登るだけでなく、 

途中でジャンプしながら同じ 
位置を保つたり、その間に爆 

弾を投げたりするテクニック 

が必要だ。 
最上部では、かみなり小僧 

が—匹落ちてくるので、下に 
落とさないようにしよ、つ0 

これをかわして、右側の横穴 

にはいつてから、ナマズを爆 
弾で倒していこう。1弾はボ 

タンを押しつ放しにすると射 
程が長くなるので、うまく、 

この性質を利用しよう。 

さて、縦穴を一番上まで登 
ると、ム產は通路が左に向か 

つていて、ちよ、っどシ—ン丨 
— Bのような地形でョロィが 

たくさん出てくる場所に行き 
あたる。ここはかなりの難所。 

ョロィの性質をよく読んでい 
ないと難しい。比較的楽なク 

ゾア|方法は、左下の岩に自 
分がはまつてLまう場所(と 

きおり敵もはまる)があるか 

ら、そこにジャンプしてぬい； 
りこみ、ジャンプボタンを連 

打するといい。そうすると、 

なんと不思議なとに、岩の中 
を忍者キッドが垂直に進んで 

いくではないか//:これで安 
全に距離をかせいで、I気に 

上に逃けてしまお、っ。 

その後の右への通路を抜け 
るとシ—ン16。2回目の海にな 

る。ここまで出ればながIいな 

が—いシ—ン16もあとひと息。 

ここは基本的にシーン13と同 
じ^电の子がいないだけ楽だぞ。 

海をぬけると、再び地上へ 
戻る。ミニドラゴンやダルマ 

がいるが、もう問題ないだろ 
、っ。そして、この面の最後の 

シーンのM足はあたりいちめ 
んの桜で、なんともい，ろすい 

いぞ〇思わずやつた、うきや 
きやといいたくなるぞ！ 

で、くわしく説明しておこう。 

まず' 図1を見てくれ。ま 

ず壁に向かってジャンプする1 

(図1)。その直後に、.レバ—を 

壁の方向とは逆に入れ、ボタ 
ンはしてから、すぐレ 

バ—とほぼ驛に^^。®2>o 

この5^は、Rfクンが壁 
に着く前に行わなければなら 

ない。そうしたら、壁に着くま 

でレバ—は入れたまま、ボタ 
ンは押したままにtておこ、っ。 

そうすると、忍者クン_逆 

向きに壁をはねるから、ム產 
はレバ—を逆方向に入れ、ボ 

タンはいったん離して押し直 
せばいい(図3)。 

これを繰り返せば、忍者ク 
ンは^{八をビョンビョン登っ 

ていってくれるのである。 
する点は、I連の動作 

は忍者クンが壁に_する前 
に行わなければいけなくて、 

同時にやろうなどと思っては 
いけないとい、っこと。先にや 

って、レバ—は入れっぱなし、 
ボタンは押しつ放しにしてお 

けばいいのである。できるだ 
け速めのほうがやりやすい。 
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w シ—ン 
まず、スタートすると右へ 

の通路がある。コウモリやク 
モをかわして進んでいくと大 

ガイコツの部屋がある。そft 

だけの面だ。 
犬ガイコツの倒し方につい 

ては、シ—ン14で説明した通 

り。旧バージヨンなら爆弾で 
地道に倒すのがやはり|番い 

い。左右にこまめにスクロー 
ルして鬼火を出さないよぅに 

しよぅ。 

しかし、大ガイコツを倒し 

た後のコウモリが実は問題。 
上の出口に登る間に"コウモ 

リに体当たりをくらつてしま 
、っのだ。ここは、いつたんジ 

ヤンプして壁につかまつて、 
3匹のコウモリを上に誘導し 

ておき、ni>モリに体^！たり 

される直前に¥に落ちてコウ 
モリをかわして、コウモリが 

U夕—ンしているスキに壁を 

よじのぼろう。コウモリを殺 
してばかりいても登れないぞ。 

敵のいないポIナスステI 

ジ。敵がいないだけに出口に 
出るのは多少難しい。出口は 

左上にあるので、左側をハイ 
テクで登つていけば出られる。 

まあ、敵がいないのでゆつく 
り練習して下さい。 

0 
3こあたりから地形が迷路 

になってくる。ル—卜を覚え 
よぅ0 

まず、下に落ちるのだが,:,:.' 

«キリギリから小ジャンプを 
して落ちよ、っ。そぅすると右 

への通路に降りられる。その 
まま下に落ちても行き止まり 

だ。この下にはメダマとポーー 
チスキヤラのブドウがある。 

その次も同じような地形が 

もう|度つづく。は下に 
落ちると、メダマのかわりに 

小ガイコツがたぐさんいるか 
ら4^だ、 

次もまたまた同じ地形がつ 

づくわけだが、ごこは1弾を 
|§けながら下に降りよぅ。n 

ウモリに体当たりされるから 

だ。下にもコウモリがいるの 
で、着地に失敗してもやられ 

るぞ。慎重にいこぅ。 

下に降りたら、再び上の右 

への通路に登るわけだが、ハ 
イテクで、空中でフント 

をかけながら璋弾を探けてコ 
ウモリとクモを倒して、右へ 

の通路にとび移ろう。かなり 
のハイテクが必要とされる難 

所だ。 
そ扔後、通路が繕穴につな 

がつているが、ここにもハイ 
テクで上に登っていくのが正 

しいルートだ。途中の横道は 
無視して一番上まで登ろぅ。 

そして左へ進むと大ガイコツ 

だ。こいつは、後ろ向きでい 
きなりふり返るので注意。基 

本的な倒し方は今までと同じ 
だ。こいつを倒して出口に行 

けばクリアだ。 

シ—ンeli30 

I 
シ—ンj 

初めに下に通路があるが、 
落ちずに右へ向かって進もう。 

大ジャンプでとびこそうとす 

ると、頭をぶつけて落ちるの 
で、ボタンをちょつとだけ押 

，して小ジャンプでい_こう。 
少しいくと部屋があり、ナ 

マズがいる。ここにダルマが 

いれば倒していこ、っ。ダルマ 
が下にいる場合は、上を強行 

突破して進んでもいいが、地 

面をゆらされて、一瞬操作不 
能になるから慎重にいこう。 

この一"ダルマを倒しに左へ 
戻つて下に行くと…おもしろ 

いから一度やつてみて下さい。 

ダルマの部屋を過ぎると下 
への縦かあるが、ここは落 

ちないようにいこ、っ。その後 
にも下に落ちる？Iかあるが、 

ここの下に落ちる$の右側 

に通路があり、ここが正しいル 
I卜です。下に落ちないよう 

小ジャンプしながら落ちよ、っ。 

右の通路にたどりつくと、 
いきなりガィコツの部屋があ 

る。1弾で倒して右へ進もt 
その後にも縦穴があるが' 今 

度は上だ。ハィテクで登ろう。 
途中で' 右の通路があるが、 

ここにいつたん登り' 右端か 
らハイテク登りをはじめると、 

一番上で待構えているナマズ 

が簡単になる。右のナマズだ 
けにも注意してつつこんで爆 

弾で倒せば、左のナマズは勝 
手に落ちてくれるぞ。 

そして、左へ進んでいくと、 

大ダルマの部屋が^^、そこ 
をクリアすると大魔神が出て 

くる。これはなかなか感動も 
んだぞ。攻略法としては、大 

ガイコツと同じだ。耐久力は 
あるが、そのぶんfが当て 

やすいので、地道にやれば勝 
てるぞ。大魔神を倒した上の 

出口によじ登れば、この面も 
クリアだ//: 

『ばつと々 

【霧 
シーン 

劈I 
i 

この面は敵もいるし、出口 
に行くまでの地形も難しいボ 

1ナスステIジの中では、最 
も大変な面だ。でも下にトリ 

ィがあるので出てしまつても 
い。フアイヤ—をくれるだけ 

だからだ。それでも、右側か 
らまわつていけば、しだ 

いでクリアできるぞ。 

2IBのような地形で、般 

若だけがいる面。点稼ぎをし 

て残機を増やすにはちよ4:と 
いい面だ。-7アイヤ—も2つ 

あるので、フアイヤ—をここ 
でためるのがいいだろう。 

シ—ン22と同じよ、つな面だ 
が、ヨロイが出てくるだけに 

難しい。ここで、ヨロイに対す 

る対策を少し説明しておこう。 
ヨUイは気絶させなければ 

倒せない。しかし、ヨロイも 

頭が良くて、なかなかそうは 
させてくれない。そこで、ヨ 

ロイが着地した瞬間を狙うの 
だ。具体的には、上からヨロ 

イが落ちてきた瞬間に、同じ 

段上でヨロイのすぐ近くから 

小ジャンプでぶつつけて気絶 
させるのがいいだろ、っ。これ 

は前作の忍者クンでも使われ 
ていた技だ。 

他に注意すべき点は、同段 
上にヨロイが2匹以上いる時 

同じ段上での気絶テク喜いこなせ。 

は上に上がらないで—匹にな 
るまで待つこと。—匹ずつ戦 

っていけば比較的楽だぞ。 



ゲームとしての忍者クン_ 

値を落とします。爆弾だけで、 
できるだけ低い点でクリアす 
るのが、真の名プレイヤーと 
言えるでしよう。 

シーン3(«犬の難所。 

特定の場所に置いてあるフ 

ァイヤーを2個以±連続して 
取ると、2個の場合は1つ、 
3個の場合は2つ、ファイヤ 
一が自分の武器となり、永久 

に使えます。（旧バージョンの 

み。) 

これはシーン1—Cやシー 
ン4などでできます。また、 

この場合、ボーナスステージ 
でもらえる武器が変わってき 
ます。 
この技は面クリアに非常に 

役立つものですが、使用する 
にあたって、約束してもらい 
たいことがあるのです。 

“点稼ぎには使わないこと” 

また、むやみに使うのは、 

この商は垂直のたて#^え 
んえんと上にむかっていて、 

途中に横穴があるが、これら 
は全部トラップなので、行っ 

ても出Pにはいけない。まあ 
面白い部屋はあるので、行-0 

てみて損はないかも。 
とリあ、^すハイテクで、上 

へ登っていこぅ。コウモリが 
横から出てくる所が多少難し 

いが、そこはハイテク+フエ 
イントで決めてファイヤI、 

【 薦鮮れた 
シIン 

ついに阿修羅と対面だ。こ 
の面も残像が多少残る面だ。 

まともに戦うと、こいつも結 
構強いので、左端に行って爆 

さ^^けろ：：：ぁと少し〇 

弾かフアイヤ—をぅちまくろ 
ぅ。20秒以内に倒せないと火 

が出てくるが、それまでに充 
分倒せるぞ。阿修羅を倒せば、 

長い冒険もついに終リだ。 

「ヤブタ、ウキヤキヤ-」 

これが阿—だ0 

ヨロイだけの面だが、ヨロ 
の動きが激しくて、なかな 

か難しい。スタI卜時に、と 

にかく1弾を^けまくつてお 
いて、—〜2匹を速攻で倒し 

ておく Cと。 

その後、常に1弾を投げま 

くって、下から上へジャンプ 

通路はいろいろ別れている 
が、とにかく上へ上へと、と 

りあえず登つていこ、つ。右側 
の大^:は、相手にしないこ 

と 
途中に、ナマズ2匹とミニ 

ドラゴンが混合^〇てくる 
所がある。1弾でもバタ—ン 

の造り方しだいでは、クリア 

|できるが難しいので、フアィ 
ヤ~を使ぅといいだろぅ。 

その後、下に降りると大ガ 

ィコツの手前にミニドラゴン 
がいるので、t弾で地道にや 

るわけにはいかない。フアイ 

ヤーか*弾でつっこんで|気 
にケリをつけよ:^::。 

ダ 
ク 

爆弾をタイミング良く使おう。 
どこで何回フエイントをかけ 

るか、完全！iバタ—>にする 
のがいいと思、っ。(実はそうし 

ないと難しい)。 
さて、真の出口へ至るには、 

隠し通路を見つけなくてはい 
けなU。まあ、これは各自で 

見つけてくれ。ヒントtして 
は、コウモリの出てくる場所 

所から一番上までの間にある 
と言〇ておこ、っ:0 

ここからは、敵が上から落 
ちて来る中をハイテクでうま 

く上に登らなければならない。 
その後に、大ガイコツがいる 

が、こいつは少し左側で倒す 
とすぐ復活するので、つつこ 

んでいつて倒さないといけな 
い。ファィヤIがあればいい..： 

が' 爆弾では難しいかもしれ 
ない。新バ—ジヨンだと大ガ 

イコツの下をはつてくぐるの 
も手だ。ガイコツさえ倒せば 

クリアしたも同然だが…。 

でつつこみ、気絶させた瞬間 
に倒しT;しま/->:とよい。下の 

314匹を倒せば、後はかな 
リ楽に^6るぞ。 

シ—ン i 
ここは全くシ—ン21と同じ 

だ。新パージョンでは、ここ 
はクリアして、フアイヤ—を 

とつておいたほうがいい。 
、ソ—ン 
I 

面で、画1かめちやくちやに 
なつてしまぅすごい面。まあ 

いっぺんみて下さい。開発者 
の話では、この面はバグでは 

なsfつです。難度的には問 
題ないので、点を稼：：*で残機 

を増やし^下さい。 

シ—ン 

ョロイの頭の上ではねて渡ってい0ぅ。 

ここはシ—ン15と同じ地形 

なのだが、メダマのかわりに 
ョロイがいる。3ロイがやた 

らにはね回つて、忍者クンを 
下に落とそぅとするので注意 

しよ、 

ョロイに突^^とさ^た場 

合は、まん中にいないで、右 
かたのどちらかにいないと連 

続的に気絶させられる。比較 
的突—とされにくい方法は、 

武者が下からはねてくる時に、 

武者の頭の上ではねて渡るの 
がいいぞ。 

ノ® 
旧バージヨンにおいてはし 

しまいが初めて登場する面。 
背景も新たに竹ヤブのシ—ン 

でなかなかきれいだぞ。しし 
まいのはく炎の射程は無限な 

ので、横スクロ—ルsこの面 

では強敵だ。ひたすら右に逃 
げて出口へとつつぱしろう。 

後ろにつかれたら、i弾を遠 
投して、必ず倒して^かな：S 

とはさみうちをくらうぞ。 

ししまい：にてごわい。 

般若だけがいる—画面の小 

さな山の面だが、残像の残る 

嫌力大特集 忍者くん 

シ1ン31 



「人生はゲームのよ〇だJと語る藤沢さん。 

デビュ—作は忍者<ん 
ZNJ 藤沢さんはビデオゲー 

ムとしては何を造られたのが始め 

なんですか？ 
藤沢忍者くんが初めです。阿 

修羅の章でなくて。旧忍者くんは 

1作目で、割と理想に近い形で作 

りたい物を作って、それがそこそ 

こ売れたという感じでしたね。 

当時、敵の出現バターンを覚え 

さえすれば、適当にビシバシ撃っ 

ていればいいというシユーテイン 

グゲームに反感を感じまして、そ 

れに対するアンチテ—ゼという形 
で忍者くんを作ったんです。 

ZN J 具体的には…。 

藤沢忍者くんは敵が決められ 

た動きしかしないデーターオンリ 

—のゲームとは違って、あるロジ 

ックを元に全てのキヤラクタ—が 

動いているんです。その敵がどの 

ようにブレイヤーを判断して動く 

かというロジックを解明して、そ 

れを元に作戦をたてないとできな 

いゲームに作ってあります。単に 

ゲスト 
(フリIゲ—ムデザイナ—) 

藤沢勉氏 
パネラ— 

ZNJ 
C-C 

GOD 

石井ぜんじ 

敵の出現を覚えればすむという問 

題ではなくて、推測して発見し、 

対策をたてるという学習の理論で 

すね。完全にデ—夕—オンリーの 

ゲームでした。 

ZNJ あれもキヤラクターも 

いいし、実に良くできたゲ—ムで 

したね。しかし、今の読者の中に 

は昔の忍者くんをやった事のない 

人もいるんでしようねえ…。 

藤沢 2作目がペンギンクンゥ 

才—ズという作品で、これは完全 

にデザイナーの理想をかかげて作 

ったんですが、営業的には失敗し 
ました。ロジックを理解してくれ 

なくて、作戦というものをわかっ 

てもらえなかったようですね。あ 

れは、ボールを投げ合って、ボー 

ルを敵の方に全部投げこめばいい 

んですが、敵にボールを当てて倒 

して継続的にボ—ルを投げ込めば 

いいんです。 

ZN J 敵のロジックと言、っの 
i…〇 

藤沢敵がボールを投げられた 

時、ある一定の視界内にはいると 

よけるんです。初めの方の敵はボ 

Iルを取りにいっている時は投げ 

られたボールをあまりよけようと 

しないので、倒しやすいし、後ろ 

の方の敵、イタチなんかは逆にボ 

丨ルをよけようとするので、それ 

を利用して、その間にボールを連 

続して投げるとか、いろいろ作戦 

があったんです。 

今回の忍者くん阿修羅ノ章は、 

壁キックで上に登るというのがメ 

インのゲ—ムなんです。前半の面 

は前の忍者くんの様な雰囲気を感 

じてもらおうと思つて、あのよう 

な構成にしたんです。ハイテクで 



最初は、いま好IIの「忍者くん闽修羅ノ章」の開発者、フリーゲームデザイナー、藤沢熥 
さんと石井ぜんじの対談か、という企画だったんだけれビ、いつの閬にか編集部のメンバ 

1がどHつS狭い部屋に押し寄せてきて、ご覧の通りの大討_と相成りました。 

本当は討_会は夕方6時から9時まで3時間も続き、発言者も沢山いたんですが、誌面構 
成上、6人にしぼらせてもらいました。 

上に登るようになってからが本当 
の忍者クンですね。 

C • C でも、あの登り方はな 

かなか理解しづらいんじやないん 

ですか。インストラクションカ— 

ドを見ても、壁につく前にやらな 

ければいけないというのがわから 

ないようですが。 

藤沢あれは壁につくのと同時 

に、ボタンを押したんでは実際に 

は必ず遅れるんで間に合わないん 

です。ボーナスステージは一番簡 

単な所から少しずつ練習させてい 

くようにしてあるんですけどねえ。 

C - C でも、そのボーナスス 

テージを壁にはりついて根性で登 

ったりするんですよ。 

一同そうそう、いるんだ、そ 

ういうのが…。 

藤沢う—ん困ったな。でも、 
サラリーマンが百円玉を積んでク 

リアできないとかいう話も聞きま 

すね。阿修羅ノ章はかなりデータ 

古す€?てワカンナイ 
藤沢知らないんですか？ア 

ステロイドに色がついたようなゲ 

—ムなんですが、あれは最高です 

よ。大人の鑑賞に耐えるというゲ 

丨ムを作りますよ、アタリは。夕 
—ゲットを子供に置きませんから。 

GOD それは日本じやとても 

通らないんじやないの。それは仕 

方がないことですよ。物の考え方 

が根本的に違うんですよ。会社の 
体質も違いますよ。 

—化、つまりバターン化を入れた 

つもりなんですけど。 

GOD確かに、ブレイヤーは 

操作性がちよっと悪いと思ったり 

するとやらなくなつてしまつたり 

するんですよね。ブレイ^はわ 

がままだから。 

藤沢営業的な話をすると、あ 
る程度プレイ^—を満足させなが 

ら、適度に使ってもらうのがいい 
んです。でも、そういう抜け道が 

あるような、ブレイ^-Iを満足さ 

せるというようなのは本当はあり 

えないんですけど。その点はアタ 

リは違っていいですね。プレイヤ 

1に媚を売らないですから。ブレ 

イヤーの自己満足のレベルになっ 

てしまうか、どうか、ですね。一 

番いいゲームと思ったのは当時の 

スぺ）スフイIリIというゲーム 

ですよ。知ってませんか？ 

-同……〇 

藤沢本当にスぺースフィ—リ 

丨つて知りませんか？古いです 

かね。 

z N J どのくらい前ですか？ 

藤沢 8年くらい昔ですけど…。 

C.C古いですね//:(笑) 

藤沢でも、昔のゲ—ムつてい 

うのは、特にインべーダー以前は 

いろいろ模索していた時期があつ 

たんですよ。 

ZNJ確かに昔はハード上の 

制約もぁって固定画面のゲームが 
多くて、それなりにアィデアを凝 

らしてやつてましたよね。 

藤沢そぅそぅ。今は、ゲ—ム 

はいつぱい出ているけれど、バタ 

丨ンとしては画一化されてきてま 

すよ。グラフイツクとかの部分が 
大きく出すぎていて、最近のゲ— 

ムからしか見て来ていない人には 

わからないんですかねえ。 

GOD でもゼビゥス以降のゲ 

—ムもかなり工夫していたと思い 

ますけどね。リブルラブルの2本 

レバ—なんて、げげつ、このゲ— 

ムはいつたい何だ、とか思いまし 

たよ。 

ZNJ最近ですね。その傾向 
io 

家出もしてゲ—ムと出会0て 
ZNJ当時、藤沢さんはいっ 拜nv 

たいどんな青年だったんですか？ 

藤沢私は高校の頃から小説家 

になりたかったんです。 

I同……。 

藤沢学校も面白くなく、止め 

てしまつて、家も出て…、まあ家 

出ですね。寝る所もなく、頭の下 

に新聞紙なんか敷いて、24時間営 

業の喫茶店を転々としていたとこ 

ろ、知り合いにゲ—ムのハ—ドを 

やつてみないか一と、声をかけら 

れたのが、この世界に入った.キッ 
ヵケです。企画をやるょうになっ 

たのは、ショーがあって、もう1 

力月前だというのに何も出きてな 

く、それが私のところに廻ってき 

たという訳です。 

T•M 1力月前ですか？ 

藤沢ぇぇ、それがショーで評 

判が良くて。 

ZNJそれが忍者クンですか。 

藤沢はい、忍者くんIはゲ— 

ムデザインとキヤラクタIをやり 

ました。あつ、そうそう、その後 

忍者クンのキヤラクターとそっ^ 

りのゲ—ムでじやじや丸くんが、 
ジャレコから発売されたんですょ 

ね。 
C.C忍者くんの弟といぅ設 

定だって…(笑) 

藤沢あれはひどいゲームです 

ょ。あれを同じ人が作ったとか思 

われたらとんでもないことです。 

あれは、忍者クンの生みの親であ 

る私の知らない間に、ジャレコに 

売られてしまったのです。不爛な 

ヤツ。だから、同じキヤラクター 

を使いながら、これだけ面白いゲ 

Iムが出きるといぅのをはっきり 

させたのが阿修羅の章なんです。 

▼別に1対7じやないんだよ。卒直に話 
し合つてい<ラちに、お互いに查日が見 

えてきて、ホントに爽やかだつだ。 

考4- 

f 

:f4 



9月号は7月g日発売/ 

访りち坊大特篥な1STす 
ますますノツてます/ 

とい5択で 
交通博物館 

钃集A自ら 
ホンダ"Iツサン、卜3夕と 

各メ—力—に 
取材に歩いております 

{價じな<てち結構です) 
9月号お当番A集« 

石井ぜんじ 

零 

ゲIムデザイナIは=b0と前面に 

!e褽が 
凑保り。 
估たやi 

§まt)さ 

いも•••!陈 
そでじる 
レ面んえ 
，のせ然 

"'Kまに 
，一りか 

^齡と 
す組す 

5S 
▲きし5 

藤沢ナムコの妖怪道中記なん 
て、忍者くん阿修羅ノ章の10倍近 

くの容量を使つてますもん。私も 
そこまでハ—ドを使つてやつてみ 

たいですょ。それだけのハードの 

技術があれば、もっといいのが作 

れますょ。 

ZNJ藤沢さんが他の会社と 

協力してやるとか、できるんです 

か。 
藤沢私はじ卩しと一応契約と 

いう形でやっているので、他の会 

社とできないわけじやないんです 

が…。 
GOD でも実際今の状況じや 

とても考えられないですょ。開発 

は会社が絶対表に出してこないし。 

藤沢いつたい、メ —カーは何 

で隠すんでしょうかね。そんなた 

いそうな物ではないと思うんです 

が…。 
T • M メーカーサイドの話か 

らだと、開発者は頭の中に財産を 

かかえているから…。 

藤沢だから話してしまうとア 

イデアが盗まれるとか…。 
T • M ええ。 

藤沢そりやあ才能ないんです 

よ。ゲームデザイナーっていうの 

は、出しても出してもわいてくる 

ようじやないとダメですよ。 

C • C メーカーの人は、開発 

の人に実情を言われるとこわいか 
らなんじやないの。(笑) 

藤沢今は営業の力がどんどん 

強くなってますからね。営業だけ 

どんどん出ても開発は絶対出さな 

いですから。ゲームが全然わから 

ないおじんばかりが何かいばって 

いて、大きな顔してるんですよ。 

(爆笑)。本当に頭に来ますよ。こ 

れは世代の交替を持つしかないで 

しようね。ゲームを単なる金もう 

けの道具としか考えてないんです 

よ。 

だから営業をごまかすのもデザ 

イナーの実力のうちです。ロケ用 

とか、営業用にバージョンを変え 

るなんて本当に良くありますよ。 

絶対ゲームデザイナ—が前に出る 

ぺきですよ。ゲ^ —ムデザイナーつ 

ていうのは、本にたとえれば作者 

であつて、メーカーは出版元じや 

ないかと思うんですよ。 

ZNJ 本当にそうですね。映 

画なんかも確かにいろんな人がい 
ないとできないものですが、監督 

は社会的に地位を認められていま 

すしね。 

GOD 日本はアイデアに値打 

ちをあまりおかないんですよ。根 

本的に。日本じやゲームがゲーム 

デザイナーの作品とかいうより以 

前に、ゲ—ムセンターが不良のた 

まり場だとかそんな低レベルの話 

をしているぐらいなんですから、 

どうしようもないですよ。 

藤沢ゲ—ムデザイナ—ってい 

うのは、アイデアの創造にかける 

ものですから、アイデアというの 

をもつと評価してもらいたいです 
ね。日本とアメリカでもこの考え 

方は違って、日本人は保守的で、 

アメリカはパイオニア的なことを 

評価しますね。日本じやまねする 

けど、アメリカじやブライドが絶 

対許さないといった所ですかね。 

そういう事もふまえて、他の会 

社のゲ—ムデザイナーとも積極的 
に話したいですね。横のつながり 

がないですから。 

ZNJ 今度、ぜひそういう企 

画をしますよ。その時は、またお 

もしろい話を聞かせて下さい。で 

は、ゲーメストの読者に、最後に 

一言。 

藤沢ゲームだけやらないでほ 

しいということですね。あんまり 

面白いからといつて、あまりにも 

視野が狭くのめりこんでもらって 
も、そこまで責任持てないという 

ような…。いろんな分野のことを 

知ったうえで、ゲ—ムの世界に来 

てくれるといいんですけどね。 

|同本日はお忙しい所を、ど 

うもありがとうございました。 
////////// 

•藤沢さんプ□フイ—ル 
昭和34年、長野県生まれ。物静 

かに話すけど、ゲームへの情熱は 

すごい。ゲーム以外にも視野を広 

げなさいとブレイ^-Iに忠告。女 

の子なんかとドライブすると、そ 

れこそ人生はゲームのようにスリ 

リングですと、話してくれた藤沢 

さん、次もヒット飛ばして/ 
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鵞異現象lOl 
つめ一€>柔ん 顚鈴木炎 

今回の驚異現象は 

6月号のダライアス§のあおDを受けて、 

ダライアスー色満貫でいくとい5 

_に出ようと思うので、 

心してかかつて<れ/ 

(協力K氏) 

びっ<ら©-->^ん， 

ダライアス(タイト— )で、 

パヮーユニットを同時に2つ 

取ると、ひとつしか取ったこ 

とにならない。これは、隕石 
やリモナ—でょく起こる。ま 

た、隠れアイテムの位置も、 
コースの取り方によって、左 

へずれることもある。 

びつくら千kん 

ダライアス(タイト— )で、 

ボスと相討ちになると、(つ 

まり、自機が死んだ後、ボス 

も死ぬこと。もつと詳しくい 

えば、自機が死に、画面が変 

わる前に、残っていた自機の 

弾がボスに当たり、これでボ 

スが死ぬと、)クリアミユ| 

ジックが流れないで、そのボ 

スのテ—マが流れっぱなしに 

なることがある。この後、ボ 

スのテIマがフエIドアウト 

していくのが、なかなか笑え 

る。 

びつくら千ん 

タライアス(タイトI)で、 

最終面のボスを倒して、画面 

に消えたあと' タイミングよ 

く自爆すると、クリアデモに 

小さいシルバ—ホ—クが残っ 

ていたりすること(ゾ—ンに 

よって違ぅ)は6月号で紹介 

したが、残機〇のときにこれ 

をやると、エンデイングのデ 

モとネ—ム入れが同時に起こ 

る。これはなかなか笑えるぞ。 

びつくら宁->^ん 

出しかけたところでちょぅど 

倒すと、(ドリル弾が本体がは 
なれてしまつていてはだめ) 

ドリル弾がくつついたまま、 

沈んでいく。さらに、ドリル 

弾が破裂する瞬間に倒すと… 

ダライアス(タイト— )で、 

グレ—トシングがドリル弾を 

tき 
ダライアス(タイト丨)で、 

ハ—ドランクでは通常、フア 

ツテイグラトンまでにウX丨 

ブにすることはできないが、 

Bゾーンの最後でレIザIに 

なつた時に自爆する。すると 

Bゾーンで2つ余計に赤ユニ 

ットが取れるので、ピラニア 

でゥH Iブにすることが可能。 

また、ピラニアの小型ピラ 

ニア弾は、ィ—ジーランクだ 

と' 画面の左はじにいれば、 

動かなくても当たらない。(ア 

丨ムは削れる) 

び0<ら：ん 

タライアス(タイトI)で、 

グレ—トシングの出す小型イ 

ルカ弾は、分裂のスピ—ドが 

速くてよけづらいが、実は動 

かなければあたらないのだ。 

詳しくいえば、イルカ弾が分 

裂する瞬間から自機の動きを 

止めればOK。ただし、あま 

り口に近づいている位置だと 

だめだけどね。 

さて、ダライアスの驚異は 
ここまでだ。 

さて' あと残りもわずか。 
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■ 
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セガのカードシステムのこ 

とは、みんなもう知ってるよ 

ね。去年の10月に東京は神田 

に、そして今年の3月には横 

浜は馬車道と福岡の中央区に、 

それから5月には札幌の西区 

に計4店がオープンしている。 

セガによる、ゲームセンタ 

一の力ード化は、力ードブー 

ムの波に乗り、大々的に、そ 

して着々と進行しているのだ。 

さて、君はもうゲームカー 

ドを手にしたかな？ え、ま 

だ？ それじゃあカードシス 

テムの店4店を北から順に紹 

介するから、近くの人も、そ 

うじゃない人も、みんな行っ 

てみれくれ！ 

iT 
■ 

■ 

■ 

あつ、ハイテクランド•セガ神田店だ。 

八イテクランドセガ 
神田店 

⑮東京都チ(•畑区神田神保町1-1-13 
(三省堂書店隣） 

Q03-295-6192 
店長：藤縄良一 

ミスター&ミスセガが… 

あれに見えるはハイテクランド•セガ琴似店だ 

八イテクランドセガ 
琴似店 

㊣札幌市西区琴似2条3 丁目 
(難画賴り） 

S011-612-2078 ° 
店長：鈴木晴幸 

ゴリちゃんがお出むかえ。 ここがカウンタ— ユIゲIムがずらIり。 

■ 

■ 
藤繩店長さんいい男/ 

今年の5月から力—ドシス 

テムの店としてスタI卜した 
琴似店は、札幌市内地下鉄琴似 

駅の近く。今のところ|番新 
しい全国で4店目の店。道内 

での1号店ということで、い 

ろいろと話題を呼んでいる。 
マシンは約60台、全て力— 

ドシステムで、ス—パ—ハン 

グオンを始めとするセガの大 
型体感ゲ—ムやタイプを統一 

したテ—ブルゲ—ム'メダルゲ 
—ム、プライズゲームなどを 

取りそろえているから、子供 
から大人まで誰でも楽しめる。 

誰でも入会できるセガ会員 
力—ドを発行中。 

最後に店長さんより 
「今までのゲ—厶センタ—の 

イメージを|掃し' ハイテク 
の言葉にふさわしい' 新しい 

タイプの店舗作りを目指し、 
明るく楽しく、気軽にをモツ 

卜—に、全従業員|同皆様の 
御来店を心よりお待ち申し上 

げております」 

去年の10月から力—ドシス 

テムを導入している力—ドシ 
ステム1号店が' ここ神田店• 

JR東日本線御茶ノ水駅下車 
徒歩7分、神田三省堂書店の 

隣「すずらん通り」にある。 
店は1階と2階があって、1 

階が力—ドシステムになって 

ぃる。 
学生街のお店だけのことは 

あって、客層はほとんど学生 
中心、子供はあまり来ないそ 

うだ。でも最近はゲ—ムカ— 
ドのセットを買いに来る子供 

が多くって、どうやらゲーム 
力—ドの人気も高まっている 

ようだ。 
店長さんより 

「セガ•ゲ—ムカ—ド1号店 

として' 学生の方ばかりでな 

く、家族連れから女性客まで 
楽しく遊んでいただけるスぺ 

丨ス作りを目指し、従業員| 

同がんばっていきたいと思っ 
ています」 
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明壁とやン歴に内こカム 
るのりれガ史あ下馬I店今 
い 'した造のる車車ドと年 
感一な雰りぁ 
じ見い囲でる 
はパ' 気' 馬 
' I白。街車 
アラをそ燈道 
べ丨基のはは 
ツの調中洋歩 
クよとで風道 
や 

徒道シ 
歩店スて月 
7 。テ改か 
分京ム装ら 
'浜2才力 
馬東号丨丨 
車北店プド 
道線がンシ 

1 し 見 と が 通 し ス 
な た お し レ 関 こ た テ 

お 馬 て ぎ さ 明 -1 店 階 あ 性 
立 車 わ れ る 内 長 に い 客 
ち 道 が い い 外 さ は ° ち 
寄 に ん の 楽 雰 装 ん メ マ 気 
け お ば あ し 囲 と よ ダ シ 軽 
下 い 〇 る さ 気 ち ル ン に 
さ で て 店 で 白 ゲ は 入 
い の い 造 ふ を 1 約 れ 
L- 際 ま れ 誰 基 ム 60 る 

は す を あ か 調 ち ム こ 
ぜ の 巨 い ら と 充 T* と 
ひ で 指 ち し 実 

し に 壷 た ° 2 け 

このお店は女性の店員が 

何人かいるんだ。うれび 

〜な。ポクもいこうかな。 

セガ.ゲームカードロポ 

つてとこかな。 

八イテクセガ 
馬車道店 
市中区^fflJ4-47 

(馬車麵 
S045—662—5720 

店長：北条元彦 

■ ■■■国 ■ ■ ■ 

これがゲームカードだ// 
すでにマニアの間ではコレ 

クシヨンが進んでいるという 

ゲームカードは現在6種類。 

1000円と500円が3種づつ。 

カードをよく見ると、ビデオ 

ゲームシリーズと書いてある。 

ということは、これからもど 

んどん出るし、ビデオゲーム 

シリーズ以外のシリーズも出 

るらしいね。そのうちゲーメ 

ストで、セガゲームカードの 

デザイン募集なんてあったり 

してね！？ 

さて、お待ちかねのプレゼ 

ントのコーナー。今回はセガ 

ゲームカードを1000円と500 

円のセツトを10人の君達に！！ 

(う一ん太っ腹） 

左下の応募券をハガキには 

って，〒101東京都千代田区内 

神田1-15-15柴田ビル 

新声社ゲーメスト 

「ゲームカードがほしいよう」 

係まで。 

ハガキは私が選びます。き 

れいにかきましょう。応募券 

を忘れないでね。 

(E CM —A PAPA) 

ダンクショットのカー アレックスキッドの力 

ド。おっさんがしぶいぜ。ードかわいいね。_ 

mrn^ 

ファンタジーゾーンの 

カード人気力くある。 

スぺハリの力ード 

スーパーハングオンの かつこいいぞ。 

カードこれはAOUシアウトランのカードAMショー 

ョーの見本だった。 での見本にもあったね。 

あそこがハイテク•セガ天神店だね。 

獅岡市^E大名2十56 

(天神醒り西鉄グランドホテル裏) 

0092-74-6412 

店長：一橋建史 

八イテクセガ 
天神店 

入くキい売間種っ店客や囲こス ス店ガI 
るれミんもで類セ長層女気のテ1テし直シ九 
よれもだ好もとガさの性は店厶階厶が蛍ヨ州 

!ば大け評注ふゲん広の 'の° 2' 店3店ン福 
1-力丈どで目え丨よい常家入マ陴と月っと岡 

I夫遠すさ 'ムり店連族リシ；^し21ハし地 
ド！ く 4れカカ で客連やンもて日イて区 
セ て力、丨丨 す7；れすは全才よテ知の 
ッ電：I店ドド 。どのい約そIリクら卜 
卜話6=ド内マも が多明1カプカセれッ 
がをとがで二現 実いる0丨ン丨ガるプ 
手しい欲のア在 証こい0ド。ド天' 口 
にてうし販の6 。と雰台シ シ神セケ 



今回はSDIと 
バルトV”クだ 

j 

〇 
B 

▼ ▼▼▼ ▼ 

7月号の取材記事(ゲ—厶場で 
の録音)、いかがだつたでしよう 

か0 

てはいまIつだったけど、VGM 

マニアならば、必ず聞かなければ 
ならないGMをもつ、ジャレコの 

「バルトリック」。 

この0Jつは、巳GMのみならず 

VGMとしても充分に聞きごたえ 
があるので選んでみた。 

=都会的なセしスだね「SD—」力 

視線の違いが、非常に大吉いんで 
すよね。 

さらに、メ—力—によつてもそ 

の差がでていて、プレイヤ—を意 
識しているとこと、プレイヤ—の 

ことなんて考えてみたこともない 
というとこもあったと、認識でき 

ましたねえ。 
それと、6月号のダライアスの 

記事についてI言。 
これからもそ—なんですが、あ 

るゲ—ムの音楽をレポ—卜する時 
は、そのゲ—厶をプレイしながら 

聞いている「巳GM」として、レ 
ポ—卜していますんで、ヨロシク。 

よって、例えば、ドラムスはバ 
スドラの音しか認識でキJないと思 

う(たまに、スネアが入ったりす 
る)ので、6月号のレポ—卜みた 

いになる訳です。 
とい-つ事で、このお話しは終わ 

〇〇 

今月は、適当な巳GMやVGM 

を、ピックアップしてみよ一つと思 
い、いいGMがないかなあ、と思 

つていたら、あつたねエ。 
新しいゲ—厶として、難しくて、 

非常にアブナいゲ—厶、セガの「S 

□1」。 
そして、もラIつ、ゲ—厶とし 

みんなは、「カルテツト」を聞い 
たことあるよねエ。 

この「SD—」は、「カルテツ 
卜」の作曲者が書いたものなんだ 

よね。 
さすがに、ベ—スの使い方は超 

I流！ 

巳 GM^br4p、vGMt」x 

もOKとい|つ、良い音楽ばかりだ。 
それでは、いつてみよ-つ。 

1*2面の曲 

都会的な響ぎが強いねH。 
まあ、他の曲にもその傾向はあ 

るんだけどね。 
真夜中、高層ビルの上空で戦か 

つている様子が思い浮かぶようだ 
なア。 

この曲の目玉は、何といつても 

ベ—スのからみだろ一つね。だけど 

も、フアンタジIゾIンの、ボス 

のテ—マには負けるかもしれない 
けど…。 

3 • 4面の曲 

いかにもつ！て、感のある曲 
で、宇宙空間の表現のお手本にな 

る曲だね。 
全体的に、希望と不安が同居し 

ているみたいで、それなりに良い 
曲でしよ|つ。 

これといつた聞き所はないけど 
も、安定したドラムスと、対称的 

な高音がとても上手< できている 
でしよう。 

5 •日面の曲 

これといつた所が無いと思ラん 
だけど、メロディラインのひねり 

が、それなりにつ！つてとこか 

な? 

この夕VトルのフPンは多いゾ。 
別に毛が生えてる訳じやない。 

取材していてわかつたのですが、 
プレイヤーからメ—力—への視線 

と、メ—力—からプレイヤ—への 

"■■か3丨ノリで、まず…P, 

田ダevo含 
いつしよに 

聴いてみよう 
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こ一ゆ/ \ガキはとてもウレシイからフレゼントあげち 
やう。 

源平討魔伝功 
音声合成BEST3 

1位これで勝つたと思5なよ 
(弁慶) 

I弁慶の死んだ後の負け 
おしみ(大阪府山下 

正彦君) 

2位必殺！旋風剣！ 

(景清) 
——どこが「必殺」やねん 

?ボタン押さんでち 
いい(大阪府原嘉人 

君) 

3位わが魂は不滅じや 
(頼朝) 

^H番弱いヤツが、負け 
おしみ言つてんじやな 

い— (私) 
と、なりました。応募してくれ 

たみなさん、ど5も、ありがとラ 
ね。 

とい5ことで、次回は 
「サイコソルジャ—の 

音声合成BEST3J 

をやりたいと思います。7月29日 
がしめき〇です。 

さて、応募してくれた人へのプ 
レゼントですが、今回は、なんと 

「SNKグッズ(アテナのシール 

と攻略本、怒の攻略本)」をプレせ 
ントしよ5。 

当たった果報者は… 

新潟県 目黒大祐 
北海道 阿部高樹 

広島県 西田明広 
(敬称略) 

6•7面の曲 

きれいに、ドラムスがつめてあ 
りますねエ。 

ただ' ベ—スがいまひとつ活か 
されてないんじやないかな?ど 

Iせなら、メロデイーのソロのみ 

にしたほ—が良かつたでしよ—。 

9 .10. U面の曲 

衝撃的なイントロが印象的な曲 
です。(どつかで聞いたことのある 

よ—なフレ—ズだけど。) 
刑事ドラマのテ—マ曲みたいな 

感じがするねェ。 
どことなく、焦燥感が漂よつて 

いて、Iつ—ん、なんとも言い難い 

ねェ〇 

エンデイング 

いかにもエンデイングらしい曲 
です。 

ピアノの和音の渋さとメロデイ 

ラインのよさが、うま<マツチし 

ていてよい。 
ル—プさせると、面白そIつだな 

あ。 

ネーミング 

全7曲中、一番よい曲ではない 
のかな? 

曲の前半の盛り上がりが、ニユ 
IヨIクっぽくて、いい！ 

ただ、しり切れトンボなんだけ 
ど…。 

音楽にはファムが多い「バルトリック」 

このゲ—厶は、超厶ズィ。 
日本全国で、いったい何人の人 

が1周でさるのだろ-つか。 
しかし、音楽はよくできている。 

本当によくできていて、ゲ—厶の 
ヒツト性と比較すると、悲しくな 

つてしまう私です。 

とい-つことで、レポ—卜してい 

つてみよう。 

—面の曲 

初めてこのゲー厶をやつた人は 
おそらく、この面で終わるでしょ 

Iつね！…0 

音楽とゲ—厶の展開のリズムが、 
あんま〇かみ合つていないんじや 

なぃかな? 

まあ、このゲ—厶の巳GMの小 
手調べといつたとこでしよう。 

2面 

なんといつても、この曲がバル 
トリックの目玉の曲でしよ一つ。あ 

の、メロデイ—ラインの音色は、 
何とも言いよ-つがなく、気持ちよ 

くて、いいですね。 

3面 

悪く言えば、南の島の音楽r力 

ムランがあれば…)、良く言えば、 
ノリがいい。 

ボスのテ—マとのマツチ性は、 
この曲がベスト。 

メロディ—ラインの追つかけが 

なかなか。 
ノイズミユ—ジックみたいにも 

受け取れる曲だなァ。コンスタン 
スタワーズにアレンジしてもらつ 

たら、面白くなるんじやないかな 
あ—?(えつ、彼らのアレンジは 

ダライアスでこりてるつて?) 

ボスのテーマ 

最初のフレ—ズはバルトリック 

全曲中、I番のでぎではないかな 
? 

メロデイ—の合い間に聞こえる 
ドラムスは、耳に気持ちいい。 

要塞 

重い音が集まつている。 
あの八ンパじやない攻撃力の表 

現は安定していて、なかなかのも 
のだろ-つ。 

とい-つことで、今回はオシマイ。 
このコ|ナ—に意見があつたら、 

アンケ—卜はが$の横でいいから、 
どんどん送つてね。 

このゲ—ムの舞台はnon□かわります。 4面 
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押すだけで幸せ 
愛の占い機"キスメット•イブ 

相性ピッタンn 
ゲ—メスト大学の学生食堂 

fでは、昼食にありつけた学生 
たちでにぎわっていた。が、 
|そんな中の一角に暗〜いテ— 
，ブルが1つだけあった。 

友人同志である夢野さゆり 
|さんと、吉井京子さんで、01 

『人共ふか—いため息をつキ」な 
がら顔を見合わせている。 

「私の想っている人は、全然 
気がついてくれないみたい」 

と夢野さん。 
「私は、嫌いな人には好かれ 

て、好きな人にはどろ想われ 
ているか分かんない」 

と吉井さん。 
01人共美人なのに、かわい 

そIっな話。 
こんな薄幸な私の教え子た 

ちを放っておくことは出きな 
い。おでん定食のお盆を持っ 

て、2人のテ—ブルに移って 
いった。 

「聞きましたよ。君たちの話、 
私が解決してあげましよう」 

「あつ' 人間関係学部のキツ 
ク•夕—ヤオ先生…」 

「このゲ—メスト大学で悩み 

ごとがあつたら、なんでも私 
に相談に来なさい」 

そ-つなんです。私の部屋に 
は、あのマドモアゼル•愛先 

生の"キスメット•イブ"と 
いう占い機があるのだ。 

シ—ッ、何を隠そう、この 
占い機を大胆にも私は大阪に 

ある「アイレム販売」といラ 
ゲ—厶の制作会社から、無断 

で借用してきたのだ。なに? 
盗んだんじやないの?って、 

そんな人聞さの悪いことを言 
5のはやめて下さ—い。 

私は最初この占い機で私と 
妻の1占いをしたのだが、 

それ以来やみつキJとなったの 
であった。確かあれは池袋の 

ゲ—センだつたと思Iつ。 
あまりにちピッタリと当た 

つた妻との結婚占いに驚いた 
私は、その後幾度と^v足を 

運び、キスメット•イブにコ 
インを投入した。 

度重なるゲ—セン通いでふ 
ところがさびしくなることも 

理由の1つではあつたが、な 
によりももうキスメツト.ィ 

ブなしでは生きていけない位 
にイブにほれ込んでいた。 

そして、B力月前決行した 
のである。キスメット•イブ 

泥棒を。大成功だった。 
翌日の新聞で盗難事件は報 

道されたが、事件は解決され 
ず現在に至っている。 

その間、私はありとあらゆ 
る方法を試みて、こちらが望 

むとおりの答えをイブが出せ 
る程にまで、キスメット•イ 

ブをものにしてしまつた。 
今、私のキスメット•イブ 

が役に立つ時がやってキJた。 
0J人の愛しい教又子たちのた 

めに。 
「入ってもいいですか?」 

「ど5ぞ」 
「先生、このマシ—ンは何で 

すか?」 
「私のキスメット•イブです 

よ。さあ、あなたたちの運命 
を決定するこの占いに、私の 

力を貸してあげましよう。01 

人共100円玉は持ってます 
か」 

その時感激の涙が… 

まず' コインを投入する。 
搭おちついて、自分の名 

前を口—マ字で入力する。 
:!*しなけ^^ならないこ 

とは、名前、姓の順番ではな 
く、姓、名の順で入力するこ 

と。次に血液型、性別' 誕生 
日、今日の日付をインプット 

する。 
イブは何を占Iつかを聞いて 

くるから、33種の占いの中か 
ら選ぶこと。まあ、夢野さん 

も吉井さんも相性占いを？！〇ぶ 
ことに間違いないでしよう。 

君のように' 相fいない 
のに「上手に^^る方法」な 

んてい|つのを選ぶのは、みっ 
ともないな匕^^たまえ〇 

また占う項目の選択しだい 
では、輪廻転生の法則と言っ 

て、前世の行いによって六道 
の中に生まれかわることが出 

きるとい5占いの法則が適用 
される。 

夢野さんち吉井さんも初め 
に「あなたにあった結婚相手」 

を占い、次に「結婚時期」を占 
い、「今年のあなたの結婚運」 

を見て、最後に「相手の気持 
ち」まで確かめる。 

ここまでで4コイン、40 

□0：である。街角の当らない 
占い師の料金にくらべれば格 

安である。 
夢野さん、吉井さんの2人 

は、私が手助けししてあ 
げた、輪廻転生の法則に乗っ 

とって出てきたイプの占いの 
解答を、手の平でかくしなが 

ら読んでいる。読みながら2 

人の頬はゆるみ、目からは感 
激の涙がこぼれiていった。 

私にはイブの答えが容易に 
想像された。 

「キック•夕—ヤオ先生、あ 
りがとうございました。今日 

から快晴です。今度は友達も 
つれてきます」 

うれしそうに0Kは帰って 
ぃった。 

ウン、そ5だ。このキスメ 
ット•イブを大$中庭に出 

して働かせてみよIつか。 
私！^売 <たな|。 

(キック•夕—ヤォ教授) 

『ADSP//』には^^の 

攻略が必要なのです 

ブ9さんシワースT有名な 
か<7S井川治久先生ち 

かつTはゲーム大好き少年だつた。 
私立IH成离校rt落ちC®れだつた。 

入試当初rtfll夔镰英腰40、国睡35 
受けた8つ(7S大学•学部 

すべTr/ウト。大慘敗。 
Hrt日から 

ゲーム少年访入B合格作戦が始まつた…• 
自分访体験+受黢技術rtノウAウ它 

全公IMンT 

君访早種田(と有名私大) 
100%合格作戦t: 

完璧なち坊にしよ-,)といウ訳だ。 

*大学受齅に欠かせないブタさんシU—ズ| 
『⑱英語暗記するだけ』『⑯英単語12 3 4』 

『英文解釈#解答術』……以上定価75 0円 
『理系数{霧解答術55』.定価850円 

『f鶊快法！>1クシ—卜国語』定価850円 

•本屋さんで買つてね• 
■髡行新！一社 

〒111東京«千代田区内神田I 十五—十五 
柴田ビル 
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▲(神奈川県ジグラツト君） 
★オミゴト//このゲームに隠 
されたドラマが感じられます。 
もちろんカードあたり。 

▲(東京都傀儡甚内君） 
★何故か妙-にあってるんですけど7 

今月❿ 

ポツttい攸つが 

今な >ヒ>1岳地坪の場包 

ヮノ、く、'ハノ、ハ 

:靈し^^加* ノ 

ゃへ一 
MW^K ^5s 脅 

mn f-( 

safn 
台ゲ§4"?よ--綮免_ヶナ$•••. ©(SRIif&li I 

l アイランド 
IMIBl な h^———、j!ヒ MM 

ボタのハィスコアの前に 

Iはrたれだ ? 

☆こらI//そこの店員、ざ 
けんじやね—よ//とにかく 

僕の話を聞いて下さい。 
それはある日、僕が山形市 

内の某ゲ—厶センタ—に行つ 
た時のこと。店に入つてまず' 

アウトランやスぺハリなどの 

記録をながめると、いずれも 
1位は「——」(実際にはネ— 

厶が入つてるんだけど、あえ 
てふせます…御)といぅ人だ 

った。 
いつか抜いてやるゾと心の 

中で思いながら' 僕はサイコ 
ソルジャーの前に来た。1位 

「-」62万…ふん！こん 
なスコア' あつとゆ—間に抜 

いてやるぜ！と思いつつ、 
僕はサイコソルジヤ—を始め 

たのだった。 
今日もアテナちやんは元気 

に歌っている(当然だ//:)。 
そしてゲ—厶も順調に進み、 

最終面に入った所で、残り人 
数は8人ぐらいいた。私のい 

つも行っているゲ—センは異 
様に難度を高くしているので 

(サィコソルジャ—は10万で 

1人増えて終わり)、こんな所 
でやられるはずはなかったの 

だが…"キャ——ッ//:,,1人 
死んだら、あっとゆ一間に全 

滅//:ちくしょ|、今日も僕 

は「——」君を越える事はで 
きなかつた。「もつとやつてょ 

IJとアテナちやんの声がむ 
なしく響いた。 

僕は画面に向かって「ごめ 
ん…」と言うと、すぐそばの、 

つい最近入ったばかりのスー 

パーハングオンをながめた。 
すると、人だかりの中でプレ 

イしているのは' ナントこの 
店の店員ではないか//: 

何だあんにやろ一、と思い 
つつ見物していたら' うまい 

のだ、この店員が…。何とエ 
キスパ|トコースで13'4ス 

テ—ジまで行きやがつた。(そ 
の店員はいつも客とI緒にや 

つている。)そして入れたネー 
厶が「-」//: 

ふざけんじやね一ょ、こん 
にやろ—//:店員のくせにゲ 

丨厶するんじやね—ょ//: 僕 

はI発ぶんなぐつてやろうか 
と思っちやつた。ただ店員が 

ひまつぶしぐらいの感じでゲ 
丨厶してるとゆ—のならまだ 

許せるのだが、この店員の場 
合、立派に店内にハイスコア 

の紙をはつてるし、極めつけ 
は' このゲ—メストの「めざ 

せハイスコア//:」の欄にもし 
っかり載っていたという事//: 

お前のせいで、ォレはサイ 
コソルジャーもアウトランも 

ゲ— メストに載ることができ 
ね—んだぞ//: 

確かに、あなたが上手いの 
はわかります。ただ客が大勢 

いる前でやつたり、名前を登 
録したりするのは絶対やめて 

ほしいのです。サイコソルジ 
ヤ—だってアウトランだって、 

僕が何万つぎこんだか知って 
んの？もっと我々ゲーマー 

の心も考えてほしい' と僕は 

思ったのです。 
(山形県• ID A君) 

★いや—'-つ—ん、君の気持 
ちはよく分かる。プレイヤ— 

として、八イスコアに名前を 

とどめてtそ、といラ意気 
込みもファイトもすばらしい。 

でも、こ-つい-つことも考え 
られない? 

その八イスコアラ—は店員 
である前に、プレイヤ—なの 

かも知^^い。実際、ゲ—厶 
gLWりも大好きで、同じ 

アルバイトをするな*$1厶 
場^/とアルバイトをしてい 

る人は、私たちの周りに沢山 
いるよ。そ-つい-つ人た^4P、 

ゲ—メストでは、(八イスコ 
アに応募できる)プレイヤ— 

として、もちろん認めている 

よ。 
問題は、(その店員が)勤務 

中にi由にプレイできると 
したら…とい一つこと。確かに、 

一般プレイヤ—はお金と時間 

の面で不利だね。まいっちや 
|芬も…。 

でも、—DA君、めげずに 
頑張って！最後にものをい 

-つのは' 実力なのだ。 

41 



八ク八ツすれば 
モノが飛び散る 

今回は 
ちよつびり 

脱線だあ— 

おいら勿街Tち 
ゲームはバウ八ツ// 
\しちよります 

☆最近この栃木県にはs E G 

Aのロケ—シヨンが目立って 
増えてきました。昔はこの地 

はUNIVERSALの力が 

強かったのですが' いっかど 

こかに消えて以来混戦状態と 
なりました。そこで一步拔き 

ん出たのが、SEGAだった 

のです。 
そしてついに' 小山にもS 

EGAのロケ—シヨンが昨年 

12月の終わりに開店しました。 
小山駅まん前の3階建ての 

このお店、店員さん達は非常 

に話がわかる人達で' とても 
気持ちよくプレイできます。 

少なくともキ〇力堂のゲ—セ 

ン店長のよぅな、「マイペット. 
スプレ—攻撃」(何も言わずに 

プレイ中の画面にスプレ—噴 
射！ 雑巾でふきふきしてく 

るのダ…)といつた露骨ない 

やがらせは皆無です。 
さて、この店「ゲ—ムラン 

ド小山」の責任者は夜中に 
農道にて暴走し、80<|11\-^ 

でガードレ—ルに突っこみ、 

車は全損。なんと無傷で生還 
し、なおかつ「いやI、アウ 

トランと間違えちやつてさあ。 

ウ—厶、スタ—レツトには当 
たり判定がちゃんとあつたな 

あ」という一大語録を残した 
弱冠22歳、早〇竜〇さんです。 

こんな楽しいお店もゲ—メ 

ストのハイスコア欄に参加さ 
せていただけますか？ 

(栃木県•天谷登君) 
★若い店長さん、命があって 

良かったね。ところで、〇ン△ 

堂の店長の「マイぺット•ス 
プレ—攻撃」にはまいつた。 

インケンかつ度胸のある店長 
さんだ。でも、マイぺツトの 

噴射にもめげず' お出掛けの 
皆さんの辛抱強さも見上げた 

ものだよ。 

そこの兄ちやんチャック開い 
てるつ—//:」.はつきり言 

つて厶カッときて、ガキに30 

ポイトンのダメ—ジをくらわ 

せた。(おめ—、いじめち 
やいかんぜよ。®) 

ああ、そう言えば' ゲー厶 
の順^:ってたんだ一とゲー 

厶の所に行くと、「あ、お客さ 
ん 'もうすぐ6時なんで…」 

の声。 
結局私は何をしにきたんだ 

あ—//:と思い、ムカついて 
ジユースを買おうとしたら' 

サイフがない。「アウトランの 
所にサイフ置いてきたあ一っ」。 

取りに言つたら、さっきのぺ 
ツタンがloo円を山わけし 

ていた。 
本当にツイてねえなあ一… 

私は肩を落として夕日に向か 

って歩いたのであった。 
(岩手県•はちのこのこ君) 

★二度と言わず三度まで…こ 
れはただごとじやない。何か 

の、多分景清のたたりに違い 
ない。ただちに「源平討魔伝」 

をプレイし、景清の霊を慰め 
よ一つ。いいことあるかも、ア 

I メン〇 

Jれこ54体感ゲーム必真ずぃか|9: 

☆〇月X日、私が友達のSと にして、しかも体はケイレン 

某ゲー厶センタ—に行った時 しているではないですか。… 
のことです。Sは「ゲー厶セ 

ンタ丨に来るなんて3年ぶり 

だ—」とほざいていたので、 

ぼくの大得意の「ス—パ—ハ 
リアー」をやらせてみたんで 

す。 
ゲー厶スタ丨卜すると' 軽 

快に厶—ビングシ—卜が「ウ 
イーン、グアーン…」とゆれ 

はじめました。私がふとSの 
顔を見ると、彼は顔をまつ青 

と同時に「ウH——ッJと私 

の顔にむけて'「汚物」をおも 
いっきりはきかけたのです。 

その後すぐ家に帰ったので 
すが、もう悲惨ですよ—。服 

はにおうし、周りの人には汚 
い物を見るかのような目つき 

で見られるし、帰りがけには 

大笑いされるし…。 
最近はこのことが頭からは 

なれなくつて、メシもろくに 

食えない次第です。ちなみに 
Sとはそれつきり会つていま 

せん。 
(兵庫県•石黒誠治君) 

★ くるやああ——っ//:ぎっ 
ちやね—つ//:しつかし、ア 

ゥトランで寝てしま5オジサ 

ン(4月号)とか、エンデュ 
Iロレ—サ—でひっくり返0 

た人(これは良く見かける) 
とか、セガの体感ゲ—厶は話 

題に*C入きませんなあ。 

■は^^つマ— 
悲劇访ブレィヤ！私访場合 

☆某月某日•私はゲ—センで 
ゲー厶の順番待ちをしていた。 

「ヒマだからゲーメストでも 
見るかぁ」と' バッグの中か 

らゲ—メストを出し、読んで 
いた。…そこで気付けばよか 

つたのだけど…いつもの' 本 
を歩きながら読むクセが出た 

らしく、その場から約10£も 
歩いていた。 

そこで悲劇が起こつた//: 

「ガッツ//:」…なんと右側に 
ハングオンがあって、かたむ 

いた時に見事頭にぶつかって 
しまつた。…「ゴン！J。よろ 

めいた勢いで、今度は左のア 
ウトラン(モニタ—の角のと 

ころ)におもいつきりぶつけ 
てしまつた//: 

ん？と我にかえると' 約 
10名のガキ(俗に言ぅぺッタ 

ン坊や)が大きい声で「あ—、 
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▼(東京都伊藤樫君）★せっかく 
花をしょって出てきてみれば…これ 
じやアチヤがかわいそう!？ 

は0,は0, 

ゲーセンによくいる 

へ冰ヤツ/ 

◄(埼玉県古葉美I君) 
★あのオヤジがこんなにカワイクなるなんて…。 

(千葉県江波戸孝I ) ★胸のTAROSUKEマ| 
クがなかつたら' 何を言いたいのかまつたくわからない 

ところでした。 

☆源平討魔伝をやって、安駄 
婆に「お前の力はそんなもの 

か//:」と言われ、「お前はそれ 
しか言えんのか！」と言いか 

えした友人K。僕は思わずひ 
でぶしてしまつた。 

(茨城県•源平討魔伝君) 

☆先日ジャンボウをやって、 
私はバニ—ちゃんをどんどん 

脱がしていつた。ちょぅどラ 
スト1枚(上半身は何も着て 

ない状態)にした瞬間、とな 

りで飛翔鮫をやっていた人が' 
こつちのジャンボウに気を取 

られて死んでいた。 
(三重県•雀鬼君) 

☆自分がプレイしている台の 

あれ？ 

何かやっぱり 
ヘンですか？. 

まわりに人が集まつてくると、 

イスから立ち「だあ——^:」 
といぅおたけびをあげ、右手 

で「シツシツ//:」といぅ人。 

ちなみに会社員で、口—ドラ 
ンナ—シリ—ズしかやらない。 

(大阪府•ELPEO•EB 

U君) 

☆ゲー厶をやる前に' おもい 
つきり「自分はうまい」と自 

慢しといて' 1面ですベて死 

んでしまぅヤツ。 

ゲームで連射する時、わざ 
わざ「連射レンシヤれんしや 

れんしや…」と言いながらす 

るヤッ。 
(東京都•柳田大志君) 

★とっぴよ5しもない人や信 

じられんよ5なことが、この 
世の中にはゴマンとあるもん 

だ。おもしろいネタをどんど 

ん送って！待つてるよ。 

夕 

破壊の剣君(千葉県)の場合 
A ☆彼は今年の2月頃うちのう 

ら庭に出現した、ポッポ—ズ 
の"パパ，さんだそうです。 

4月ごろまでうちの冷蔵庫に 

いましたが' 北(注…北J1..ど 

つかの惑星)へ帰つていきま 
した。 

来年また来るそうなので、 
FC化記念にアテナの力—ド 

a をもらつといてくれとのこと 

です。 

★私は雪国出身だから、この 
程度の雪ダルマじやビックリ 

しないよ一だ。もつと技をみ 
がいてからTE-JRIドを狙 

つてくれたまえ。ワッ八ッ八 

ツ八//: 

- 
r# 

へ 



それそろ出つくしたかな7 
まだまだと思ってたけど 
ここらで頭を冷やして 

コスリとその後のテーマを 
考えるのも悪くはないぞ 
「L^!9ん子ちや一Au 

どうぞ/ (北海道并斉後行君）エドガーがサンプラザ中野に見えるのは私だけ7 

W酿 
VL 
ふ)ェy/レの 、 

農 

▲(東京都みのがめ君） 
★イシター=イシユタル。 
カイはキ神からとったのか 
な7バビロニア神話のお 
話でした。 

▼(埼玉県斑導羅君） 
★ああ…こんなにあっさりグレートシングがやっつ 
けられたら.あ、点かせぎにならね一か…。 

み俅さん； 
ザに -AWBrVr' 

T=?ブも 
‘ヴし為無 

(秋田県あいざわひろしさん） 
★ 55—、こんな声を聞くと涙が出そろにな 
るガがんばりまあ一す9 

44 

☆ 6月号はコスリについての 

大論文なるものが載っていま 
したけど(29頁)、もうコスリ 

についての答えのようなもの 
は' これで出つくしたような 

気がするんですよね。(ちなみ 
に僕はコスリ否定のケイレン 

派です。)これ以上は意見交換 
のようなものは出にくくなる 

ごCはないでしようか。 

「問題があれば解答は 
正解かどうかはそ 

の人次第」(6月号)——結局 

はそうなのかもしれません。 
やってる人にはやめられな 

いし、やめればとたんにつま 

らなくなる。やらない人にと 
っては機械が傷つくのを見る 

ク^而メカ六I / 〜/ —• 

んではないで- 

-「問Mパ 
ある。でも正姑 

タンがバカになるのもいい迷 
惑。「やってはいけない」「そ 

んなの勝手だ」「邪道をする 

な」「そぅ決めつけるな」「俺 
はコスリが嫌なんだ」「嫌な 

らやらないでいいじやないか」 
…ケンケンゴゥゴゥ、丁丁発 

止。コスリはいつも非難の的。 
しかし' やつてる人はやめら 

れないし' やりだしたら止ま 
らない。とどのつまり' 自分 

がょければそれでいい——。 
4月号のSP 2君が言ぅょ 

うに、もうコスリはいくら言 
つても防ぎようがないところ 

まで来ている気がします。僕 
が思うに現在こすりをやつて 

いる人は、つまるところ機械 
や身体に及ぼす弊害が分かっ 

ている上でこすっているわけ 
で、こすりの魅力にとりつか 

れている今、何を言われても 
やめる気にはならないんでは？ 

と他人事ながら考えてしま 
います。そこで、今後コスリ 

否定派の意見は、コスりによ 
る弊害の意見よりも、6月号 

で最好調ジュンさんが言った 
ように、「こすらなくてもゲ 

丨厶は楽しくできる」という 
ようなことについての意見を 

メインに載せたらどうかと思 
います。 「た 

かがコスリ」かもしれません 
が「されどコスリ」ではあり 

ませんか。いくら時間はかか 
ろうとも、ゲーマー|人ひと 

りが気持ち良くゲ—厶をプレ 
ィできるように、みんなで努 

力し合おうではありませんか 

P • S…「やめようとして 
もやめられない」「やらない人 

にはいい迷惑」コスリつて夕 
バコの喫煙問題に似てません？ 

(福島県•じゃりん子大野君) 
★熱く楽しく延々と続いたコ 

スリの問題も、そろそろ終幕 
に近づいたかな？ _両論 

いろいろあるけど、意見を交 
換することはいいことだ' 熱 

くなれる面白いテ—マを待つ 
てます。 

やめられない止^0*6いコスリは喫煙問題と似ていない7 



▲(岡山県•あおいちやん） 
★エイIJアンシンドロームですか。こいつ 
は助けがいがありますね。 

の兄ちやん連中(1人じやな 

いところがこわい)がきて' 

彼のプレイをじやまするんで 

す。当然、彼はミス。「わ〜 

ん」なんて笑って言ってはい 

ましたが、残機で立ち向かお 

うとするのも束の間' 今度は 

店の兄ちやん。信じられない 

ことに' レバ—を止めに入る 

んです。結局、その子はゲー 

厶才—バーで去って行きまし 

た。 

しかし、私はその兄ちやん 

に腹が立ってしようがありま 
せん。PM6の規制はそんな 

に厳しいもので、またゲ—ム 

プレイ中にもあてはまるもの 

でしようか。そうだとしても 

もっと違った対応の仕方があ 

るんじやないでしようか。 

ちなみに' 私は18歲ですけ 

ど…。 

(大分県 MARIONn) 

★電源切りの才八はんと対等 
に立ち廻った吉田君、君はな 

かなか根性がある。でも、あ 

まり調子にのってはいけませ 
んそ。バブルの後の3時間は 

余分じやない。ほどほどに。 

福岡のKo君の良識あるご 
意見、ごもっともです。 

大分のMARIoNn君の 

お便りは、君の人柄が分かっ 
て、何かすがすがしい気がし 

ました。 
三者三様' 楽しいお便りあ 

りがとう。 

〒) 

II电源切り魔の J 
オバはんと 

ポクはゲームをしました 
☆ 5月号の"ボツはいやだ" 

で、ゲ—厶中に電源を切られ 

たと書いた人がいました(ベ 

ルシャが好き君)。その中でゼ 

ビウスをやつていて追い出さ 

れた友達がいると書いてあり 

ましたが、何をかくそぅ、そ 
れは私です。 

ペルシャが好き君とは中学 

でクラスが同じで、よくこの 

話で盛り上がつていました。 

僕の話をここでご紹介しま 
しよう。僕は2回あります。 

1回目は僕が中学1年の時 

のことです。そのころゼビウ 

スがすごく人気があって、ゲ 

—厶センタ—に行つてはゼビ 

ウスをしていました。 

ある日、「二〇ィ」〇久〇店 

にゼビウスがあるといぅ情報 

を仕入れました。学校が終わ 

ると、すぐ二〇ィに飛んで行 

きました。ありました、ゼビ 

ウスが！50円を入れ' ノ — 

ミスで16エリアを突破しまし 

た。 
そして7エリアぐらいから 

また始まるわけやけども、そ 
の繰り返しをしているうちに 

自機が何機いるか分からない 

位までたまりました。周りに 

いた人が「おい' すげえぞ' 

あいつ」などと言つているの 

が聞こえてきました。 

その時' 例のォバはんが出 

てきました。最初(なにもん 

やこいつ)と思つてやつてい 

ると' オバはんが「こらぁ，— 

やめんか一、何時間やっとん 

ねや」と大声を張り上げられ、 
あぜんとしてしまいました。 

そこで、僕はゲ—厶をほっ 

といて「なにをぬかしとんじ 

や、こら」と大声で言い返し 

てやりました。そしたらオバ 

はんは黙って電源を切って行 

きょった。 

こんなことを知らん顔して 

いられるわけがないので' 才 

バはんを追いかけていき「力 

ネ返せや」と言いました。で 

も、オバはんは「あんたに返 

すカネはない」と言うんだか 

ら。このI言が僕に怒りの炎 

よ初る 
こがで 

つ君ん 
か、喜 

にはで 
なのげ 

んたか 
これの 

★ く場 
}て草 

君いも 
0J書ガ 

KをI 。 
ガア-つ 

都ールょ 
京アドし 

東ル。で 
{ドてと 

▲ くめこ 

をつけたのです。僕はオバは 

んをなぐろぅとしましたが、 

ここでなぐつたら自分の負け 

やと我慢して、言いたいこと 

を言つて帰りました。 

それ以来、2年間ずっと行 

きませんでしたが、ある日、 

もぅ一度行きました。それは 

中学3年の冬。受験がせまっ 

ているのに行き、バブルボブ 

ルをやりました。4時間ほど 

う-Pつて99 9万999 〇占" 

いきました。でも、それから 

3時間ほどやつたので、また 

例のオバはんがきました。や 

はり健在だったのです。 

この時は、友達と5〜6人 

でいましたので、ゲー厶のま 

わりを取りかこんでもらい' 

ォバはんがのぞき込んだら、 

まわりの友達がオバはんをに 

らむというパタ—ンに成功し 

ました。それ以来' そのゲー 

厶場には行きません。 

(京都府•吉田憲史君) 

小さな戦士にも 
大きな誇りが 

あり 
☆先日、ちよつと驚いたこと 

があつたので、ペンをとりま 

した。 

そ 
こ? 

にで場い 
いんムな 

121し、一や 
お楽ゲじ 

☆ 5月号(49頁)のペルシャ 

が好き君の文を読んでいて、 

「これはI言言わなければ」 

と思い、手紙を出します。 

ぼく達がよく通っているジ 

〇イ〇ル中〇店のことなので 

すが、そこではまずプレイヤ 

Iが長時間ねばっても文句は 

言いません。 

それに同じ「二〇イ」のプ 
レイランドでも、そのよぅな 

ことは言わないし' またス— 

パ—マリオなどの半永久バタ 

丨ンの知れわたつているよう 

な機種には「何万点になつた 

ら他の人に変わって下さい」 

と張り紙をはつています。 
それに、これはちょつと余 

談ですが、両店でもぉ金がつ 

まつたりした場合' 係員の人 

に言ぅと、直してくれるのと 

同時に、クレジットを2枚ほ 

ど追加してくれます。 

こぅいつた店の人と我々客 

が互いに楽しんでゲー厶をす 

るのが真の？ゲI厶センタ 

—のありかたと言えるのでは 

ないでしょうか？ 

ただでさえ、ゲー厶センタ 

丨g夕くの人達からあまり良 

く思われていないのが現実で 

す。だからせめて' 客と店員 

が明るく楽しくつきあつて、 

ゲI厶センタIをより良くす 

るよぅに努めなけばならない 

と思います。 

|人前のことばかり言いま 

したが、読者の方の中でもこ 

のよぅに思つている方がいる 

かも知れません。 

もう一度'「ゲI厶センタI 

とは何か」ということを考え 

たらどうでしよう。 

(福岡県• KO君) 

6月号にも掲載されていま 

したが(，'未成年だってお客だ 
よ，25頁)'16歳未満PM6追 

い出しについてです。 

その日' 私はいつものよぅ 

に街のゲーセンに入ったんで 

す。最近人気のある' 某社の 

ゲ—厶が目的でした。 

案の定、先客がいて必死に 

プレィしている男の子です。 

「えい' こいつぅ〜」などと 

夢中で、敵とやりあっている 

彼の姿は、とてもけなげで' 

私も待ちながら応援していま 

した。 

彼はいく度かの失敗にもめ 
げず ' 5番目のボスに向かっ 

ていくところだったんです。 

PM6。突然' 店のバィト 



破壊行為への 
欲求解消 

■ギヤン 
(ハギヤン） 

攻撃で松竹梅の竹です。(TE 

L力—ド&筐体なんて、あげ 

ないよ一だ//:) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ゲーメス^-+^リジナルTシャツの 
デザィンが決まったぞ 

転清君 (神奈川県)の 作品 
★5月号で、ゲ—メストT 

シャツのデザインを募集し 
たところ、たつくさんの気 

合いの入ったデザインが届 
きました。 

結局デザインは神奈川県 
の転君のものに決定。君 

にはお礼としてまつ先にT 

シヤツiるからね。 
さてさて、このTシャツ 

はこれからこのn—ナ—で 

☆ 199X年、地球全体に頭 
を刈られたくない組織「カル 

ナ」が' ハゲのおそろしさの 
あまり' 床屋に攻撃をしてき 

た//:それに対抗するべく、 
2人の床屋「麻宮ハテナ」と 

「シラケンスウ」がカルナの 

頭を刈ってゆく//: 

ハテナの武器はバリカン、 
シラケンスウの武器(？)は 

「秘孔」だ。ハテナの額に文 

字があらわれた時' ハテナは 
「お前らゆるさんぜよ"：」と 

声を発し、バリカンヨーヨ丨 
を使用する。 

そして敵が「あべし」と言 

ぅ時、シラケンスウは、核爆 
発によつて敵のアタマをすべ 

てハゲにしてしまう。ここで 
困ることは、この時ハテナと 

シラケンスウのアタマもハゲ 
になるということだ。 

-で—す 

もプレゼントするわけで、 

こいつは皆さん、：^さつ 
てお便り出すしかないね。 

とい5ワゲ。 
おつと、これはまだ(§)だ 

(原稿に書いてて(§)も 
何もあつたものじやないな 

:)近日中に新しいデザイ 
ンのゲIメストアイランド 

テレフォンカードもできる 

予定だゾ。期待しててね！ 

さあ、軽快なBGMにのっ 

て「カルナ」のアタマを刈っ 
ていこう。 

おまけ…フアミコンカセツ 

卜「ハテナ」を買うと' アタ 
マソルジャーのBGM「ハゲ 

の坊さんのお経」カセットが 
ついてくる//: これはもうゲ 

丨ムの新境地//: 

(石川県•安藤豊君) 

★八カバカしさでは今月のお 
便りの中でもトップクラス。 

しかし、アタマソルジヤ—の 

巳GMに今一つ工夫が欲しか 
つた//:だつて、お経じやこ 

のゲ—厶に合§いんだもん。 

とは言つても' 松かな。力 
丨ドあたり。 

ンだけで' メモリーの7割を 

使つているといぅウワサだぞ。 
なお、婆さんを30秒以上連 

続して走らせると危篤に、45 

秒で成仏してしまぅので、気 

を付けてくれ。 

婆さんの攻撃方法は' プレ 
イヤ—からアイデア募集中だ。 

あて先はゲ—メスト編集部で 
6月31日しめ切りだ。どしど 

し応募してくれよな。 
(愛知県•はまきた原人君) 

★最高だ//:君にはTEL力 
Iド100枚とダライアスのゲI 

厶筐体をプレゼントしよ一つ。 
(…と、ここまでがお便りな 

のでした…㉚) 

(愛知県•はまきた原人君) 
★「やられた//:.，という感じ。 

お便りの後の、私のI言まで 
書いてきたのは君が初めて。 

ゲー厶パロデイ自体は大した 
ことないが、意表をつく★の 

☆まず10円玉を投入し、2m 

4方のオリの中へ入る。そし 

て手持ちの武器(木刀、大か 
なづち等)でハギヤンの頭部 

を力の限りなぐつて、中枢回 
路を破壊すれば勝ち。 

しかし、殴り方が甘いと、 

パンチ、キック、頭つき、火 
炎攻撃などが君を狙ってくる 

ので、すかさずよけなければ 
ならない。ハギヤンのパンチ 

は200キロの威力があるの 

で、直撃をくらつたらひとた 
まりもないぞ。 

また、ギョエI メスト大学 

人間工学部のハッフマン教授 
にょると'「1万人目が頭部を 

殴ったとき、ハギャンは頑丈 
なオリをぶちこわし、ゲ—セ 

ンを血の海にし' 3日3晚暴 

れまくる。そして内蔵された 
5 0 〇キロ爆弾により自爆す 

るであろぅ」と述べている。 
(東京都 TNT東中野君) 

★そんなあぶね一物ゲ—セン 
に置くんじやね—//: つたく 

もぅ…でも私はこんなの大好 
き(危ね一な—)なんで、竹 

の上とい-つことかな?も-つひ 
と息で力—ドだね。 

51ん、今回のパロゲ—は 
全体的に八イレベルだつたの 

で、私も選ぶのに苦労したよ。 

★笑いは人間だけが持つ 
最高の知性であ—る… 

なんてキザに 
パロってパロつて 

笑いましよ//: 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

これそ源平討魔伝n7 

走れ安酞婆/ 
☆ 1192年' 景清の活躍に 

ょって頼朝は倒された。だが 
生きのびていた義経が' 北海 

道は網走に魔の国を造るべく 

活動を開始したのだった。そ 
^こで今は亡き景清にかわつて 

_白羽の矢が立ったのは' なん 

とあの安駄婆さんだつた//: 
天帝の命令とはいえ' 老体 

に厶チうつて戦う婆さんの姿 
には、君も感動することだろ 

う。しかし最もすごいのは、 

北条政子や静御前とのすさま 
じい女の戦いだ//:このシー 

7月号はマップ特集でした 

が' どのゲ—厶も私がかねが 
ねほしいと思つていたマップ 

がほとんど載つているのには 
びつくりしました。 

しかし、私としてはセガの 

ス—パ—ハングオンの道路マ 
ップみたいなものをのせて欲 

しかつたと思います。マップ 
がだめなら攻略につながる数 

々のテクニックなどの記事を 
期待してたのですが、7月号 

にはス—パ—ハングオンに関 

する記事はありまんでした。 
あのゲ—ム、私のょぅな、 

お世辞にもぅまいといえない 
.プレイヤ—にとつて' 自力で 

ゴールするのは、ちょつと無 
理だと思いませんか？敵バ 

イクの動きはインケンになっ 
てるし、夕Iボで加速するす 

ぐあとに、急力Iブがくるょ 
ぅにコ—スがつくられていて、 

完全にコースを覚えてないと、 
確実にクラッシュしてしまい 

ます。そのへんもょく考えて 
作ってほしかった。だから、 

といっては何ですが、私とし 
てはゲ—メストの記事に期待 

したいのです。 
しかし' それにしてもゲー 

メストでは' タイト丨やナム 
コやコナミに比べてセガのゲ 

丨厶の紹介記事が少ないよう 
に感じるのですが、なぜなの 

ですか？ 
(東京都•セガ命KSY君) 
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待つてま〜す 
ゲーメスト.アイラ 
ンドでは、皆さんか 
らのお便り、イラス 
卜等、なんでも結構、 
お待ちしています。 
喜び•悩み.怒〇… 
青春を共に語ろう。 
イラストを八ガキに 
書く場合は黒インク 
で書いて下さい。 

あて先 

亍10〗東京都千代田区内神田1-15-15柴田ビル 

新声社ゲーメストお便り係 

mu\D 

Cl；画 
^、孤リくぃず*- 

間.次の邊記セ。 

①琯綦®t退治®宇右#嚇 
④據败巷®凌符男 
©萆緋相atH3®怨⑪叙清 

H…、 

- . , _ ta _ M . 

謹：： .....：..ハ. 

☆突然ですが' もしよろしけ 

れば私もスタッフの一員にし 

ていただけないでしょぅか。 

私は水曜日は一日空いており 

ます。返事のないのは良い証 

拠といいますが' こればつか 

りはどぅかわかりませんから。 

(神奈川県•短大2年生) 

☆高校生になりました。高校 

生の間、ゲ— メスト編集部に 

入門。ラィタ—みたいな仕事 

をしてみたい。 

(神奈川県•高校1年生) 

☆私もラィタ—みたいな仕事 
をしてみたいのです。よろし 

ければ誌上で返事下さい。 
(岐阜県• J PF) 

★と、まあほんの一部だけ紹 
介したわけだけど、雑誌ライ 

夕—とい-つものに興味を持た 

僕の気に入った人50人にマツ 

ピー、ディグダクいずれかを 

差し上げます。 

0T820—01福岡県嘉穂郡庄 

内町有安字鳥羽15庄内ハウ 

ス202号水嶋誠) 

★最近このコ|ナ—で「基板' 

筐体買います」〇てお便りが 
多い；b^J、みんな、これって 

いくらぐらいが相場かわかつ 

れるのはわかります。といラ 
わけで、ライタ—の条件とい 

一つものをリストアップしてみ 
よ一つ。 

① ゲ—厶が上手いのは十分 
条件。ゲー厶の知識もあり、 

何よりも文章力のある人。 

② 責任感が強いこと。約束 
を守れること。約束を守れな 

ければ、仕事はちつiすす 
まない。 

③ 時間の融通がさく人。(突 
然萌日取材だよ」と言われて 

も対応できる人高校生以下 
は原則としてムリ)。 

④ 週に最低1日は新声社に 
来れる人。又、来れなくても 

確実に連絡がとれる人。 
他にもいろいろある；ど、 

絶対必要な条件つてこんな所 
かな? 

てるのかな?(ちなみに基板 
はニユ—ゲ—厶だと約15万円、 

筐体は暂gの安い方で7万円 
ぐらい) 

仮に基板と筐体を手に入れ 
たにしても、はたして上手く 

あつかえるのか私は疑問を感 
じているわけでした。(基板& 

筐体の入_、価格等知〇た 
い人は、ゲ—メスト第3号を 

見るべし！) 

★このn—ナ—では、読者の 

皆さ-®志の交流をお手伝い 
します。文通希望' 譲ってほ 

しいもの、売りたいもの等々 
どしどし編集部にお1^0 くだ 

さい。 
なお、当事者の金銭に関す 

るトラブルにつ4Wしては、 

編集部では責任を負いかねま 
すので、御了承<ださい。 

当人との1Wは往復八ガキ 
か返—切手.^一入りの手 

紙を使用すること。これは最 
低限のマナ—です。 

•売mます 
☆ゲーム基板、クラッシュロ 

Iラ—'ディグダグ、タィム 

ハイロツト、アミダー等、古 

いゲーム達ですが' ゲ—厶基 

板だけでも持つておきたいと 

いぅマニアの方に(完動品' 

配線図付、送料込み)を30 

〇〇円で。詳しくは60円切手 

同封でお願いします。 
(〒780高知県高知市一宮326 

—34田村拓也) 

☆基板売ります。怒、サ—力 

スチヤリI、ファニ—マウス、 
プロレスリング、ブレイウツ 

スィマ- 返信用切手入 

り封筒でお願いします。 

(〒214神奈川県川崎市多摩 
区三田2 丁目1—19潮学生 

寮内新妻澄人) 

☆ゲー厶基板リブルラブルを 

12、000円で売ります。 

買ってくれた方で、フアミコ 

ンをお持ちの方には' ディス 

クソフトのレリクスか才トッ 
キーをサIビス。 

(〒123東京都足立区西新井 

栄町1113—9 星川里士) 

☆なんとあのボタンが四角で 

コードがグレ—のFC (完動、 

箱と説明書付' 1983年も 

の' 美品)を売ります。まず 

は往復ハガキで。 
〒836福岡県大牟田市高砂町 

38大川泰典) 

aMst書 
☆ビデオゲ—厶のアテナ、サ 

ラマンダ' ザ•リタ—ンオブ 

ィシタ—の基板を筐体つきで 

安価で譲って下さい。送料は 

こちらで負担します。 
(〒936富山県滑川市上小泉 

17 41—1黒田泰志) 

☆ア—ケ—ドゲ—厶基板ファ 

ンタジIゾ—ンを安価で譲っ 

て下さい。送料はこちらで負 

担します。Wハガキに値段を 

書いて下さい。 

中は沿〃信用第一" 

0T053北海道苫小牧市浜町 

2 丁目6 I 2 古■一！^^) 

☆源平討魔伝、やりあきた方 

安く売つてください。 
0T334埼玉罾砠ヶ谷市大字 

三ツ和122 1阿部道) 

☆アーケ—ドゲ—厶筐体、お 

ょび基板' バブルボブル、源 

平討魔伝、フアンタジ—ゾ—ン、 

奇々怪界、リタ—ンオブィシ 

夕—、ドルア—ガの塔、魔界 

村など。いろいろおしえてく 

れる方お願いします。 
(〒593大阪府堺市上野芝向 

ヶ丘町4丁13 4Qの2 宮 

田和幸) 

•交級その他 
☆僕の持つているマツピーと 

ディグダグのチラシをただで 

差し上げます(価値があるぞ)。 

欲しい人は日1のゲ—厶事情 

をどぅ思ぅかを書いて'60円 

切手2枚を同封の上、左記ま 

で。手紙をくれた人の中から 
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I忘上匿名 
うち芘け話 

さて君達は最近ゲ—厶セン 

夕—で楽しく過ごせているか 
な？今回はある人物のせい 

で楽しい気分をこわされたっ 
ていう、某大手メ—力—直営 

店の常連さんの話だ。 

「あのおっさんはI体何様だ 
っていうんだろ—ね、全くさ。 

何で俺があんなこと言われな 
きやならないわけ？ あいつ 

のせいで' あの店自体に行く 
のが嫌になっちやったよ' も 

、っ」 

のっけから怒爆発してます 

が、彼が誰に怒っているかと 
いうと、どうやら、その某大 

手メ —力—のその地区の直営 
店の営業部長さんだか何だか 

らしいのだ。ま、何に怒つて 
いるかは彼の話を聞いて下さ 

いね0 

好きな店で 

「その日もいつものようにそ 
の店に行つたんだ。それで、 

その時はちょぅどそこの店の 

アルバィトの人と話をしてた 
んだ。そのアルバィトの人も 

ゲ—ムが好きだから話してて 
楽しいね。 

そしたら、そこにそのおつ 

さんが来たんだ。そのおつさ 
んは来るなり俺のことやな目 

付きで見るんで' なんとなく 

ムツとしたんだ。その時はそ 

のバィトの人に何か言ってバ 
ィトの人といつしょに行つち 

やつたんだ。どぅやらメーヵ 

Iの人らしかつたけど、その 

日'そのおつさんは帰る前に' 
はつきりとじやないけど、な 

んとなく『ゲI厶やらないん 
なら来るな』みたいな事言つ 

しやべることも笑ぅことも 

禁制のゲーム場なんて… 
なんなのさ/ 

作•野村流紋 

たんだ。これには腹が立った。 
何で俺がそんなこと言われ 

なきやいけないわけ？ そり 

やあ今丁度ゲー厶をしてなか 
ったけど' ふだんはょくゲ— 

ムやつてるし。それじゃあ俺 
達はゲ—厶センタ—に来たら' 

すぐにゲ—ムやって、終った 
らすぐに帰らなきやいけない 

のか？ゲ—ムセンタ—で友 
達なんかとゲ—厶の話とかし 

てちやあいけないっていぅの 
か？ ゲー厶センタ—つてそ 

んな所なのか？」 
ゲ—ムだけしか出来ないゲ 

—厶センタ—なんて' さぞ素 

気ないんじやないかと思いま 
すが、彼には実はさらに追い 

うちがかかつたようです。 

ムツとしますよ 

「そいつが帰った後に、バィ 
卜の人が話してくれたことで、 

また腹が立つたんだ。 
その前に話していたことつ 

ていうのは、実はあるゲ—ム 

の難易度のことで今のラン 
クよりも一つ落とした方が面 

白いんじやないかなっていう 
話だったんだ。で、そんなよ 

うな事をバィトの人が、その 
おっさんに言ったら、そのお 

っさんは『そんなこと言う常 

連はいらない、来なくていい』 
って言ったんだって。 

何だってんだ、I体//:そ 
んな常連はいらない？来な 

くていい？ ふざけんなよ！ 
俺はおっさんのためにゲ—ム 

センタ—に行ってるんでも、 
おっさんにゲ—ムセンタ—に 

行かさせてもらっているわけ 
じやないんだぞ！俺達はた 

だゲ—ムセンタ—に行って、 

どんどんお金だけ使って帰れ 
ばいいって言うのかよ。 

あんまり腹立ったんで、こ 

のヘンのゲ—厶友達みんなに 
話したら' みんなも同じよう 

なことあつたつて言うんで' 

みんなであの店に行くのやめ 
ようかっていう話も今盛り上 

がつてるんだよ」 

コィン投入口しか 
見えないなんて 

さてさて、お気に入りのゲ 
—ムセンタ—が、だれかさん 

のせいで行くのが嫌な店にな 
つてしまつたといぅことで、 

今回の話はここまで。 
さてこの夏では、みなさん 

の意見' 感想、反論、実際に 
あった事件などを実名で(秘 

密は守るぞ)募集しています。 
あて先はゲ— メスト編集部内 

「誌上匿名ぅちあけ話」係ま 
で。お便り待つてます。 

最後に' 本文は本当のこと 
です…じやなくつてフィクシ 

ョンですから、実際の団体、 
個人、事件とは無関係です。 
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ドドッと紹介しちやおう 

東足山手線沿線• 

ゲーセン 

RANDOM PICK UP 
▲ 構成=GOD鈴木 

夏休みの計画はきまっだかな？北海道、沖 
縄もいいけど、東京にも来てよ。 
東京は山手線(E電って言*5ルだって！） 
を中心に、ゲーセンを紹介しだぞ。ぜ一んぶ 
足を運んで取材しだものだか5、信用して 
も5って間違いなし、そんじや、行ころか!？ 

夏だ！ 

東京シ—ルハイクだ 

これから紹介する東京山手 

沿線28の店に行って、ゲ—ム 
して、「ゲ.■— メストのシールハ 

イクのシール下さい」と言っ 
てシIルをもらおう。 

とは言ったものの、28店は 

しんどいね。君の小遣い、ぜ 
—んぶぶつとぶことうけあい 

だ。 
そんじやかわいそうだとい 

うことで、何も、全部のお店 

でなくて結構、廻れたお店の 
数だけのシールを、16頁のハ 

ガキにはって、裏に必要事項 
を害いて、編集部まで送-って 

下さい。 
くれぐれも日射病にならな 

いように！ 
抽選で何かプレゼントがあ 

る3。 

☆あて先 
〒—〇丨東京都千代田区内 

神田I—I5—I5柴田ビル 

新声社ゲーメスト「シール 
ハイク係」 

•ゲ—ム場の印象.体験談も 
ちよつと書き加えてネ。 

•お店の人には、ちゃんと挨 
拶してネ。 
一口に「東京のゲ—ムセン 

夕I」と言つても、その環境' 
客層により多種多様なゲーム 

センタIがある、といぅのが、 

実際に各地域.各店に足を運 
んで得た感想です。 

例えば、新宿は場所柄賑や 
かな店が多く、特に歌舞伎町 

のよぅなゲームセンタ—の過 
密地帯では、内装がハデだと 

か、新製品のサィクルが異様 
に速いなど、他にあまり類の 

ない傾向が見られました。 
又、下北沢のジョィランド 

ミナミは、下町的な気軽さと、 

お酒落な雰囲気を合わせ持ち、 
とても印象的でした。 

つくづくゲームセンタIは 

その土地柄を反映するものだ 
と教えられました。 

さてさて、それぞれのお店 

の取材対応ですが、これにも 
色々ありました。 

直営店では、なんといつて 

もシグマ系。取材対応が実に 
しつかりしていて、社員教育 

が実に行き届いているなァ、 
と感心させられました。 

逆に、新宿の某直営店で、 
取材に伺いましたと伝えても 

ヵウンタ—の椅子に座つてた 
店員が立ち上がろぅともせず、 

誰の許可を得て来たんだ、み 
たいな、つつけんどんな対応 

があり、がつかりさせられる 

お宙もありました。 

今回、あまり取り上げてま 
せんが' 個人経営のお店も対 

応が極端に別れていました。 
親切なお店は快く取材を許 

可して下さつたが、御茶ノ水 

駅そばの某店では、当初は取 
材をOKしながら、2度足を 

運ばせ、理由も言わず、当の 
責任者は姿をみせず、伝言に 

ょる取材拒否にあい、取り上 
げることができませんでした。 

だんだん誌上匿名ぅちあけ 
話みたいになつてきてしまい 

ましたが、みなさんも実際に 

それぞれのお店に足を運んで 
プレイしてみて下さい。そし 

て印象•体験記なども、ぜひ 
知らせて下さい。 
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新宿スポーツランド中央店 

アダルトな雰囲気•土日満席 
新宿駅東中央口から外に出 

て、映画館の武蔵野館が目印。 
そのまん前にある。4階建て 

ビルのB丨がピリヤード、I . 

2階がゲ—ム場、4階がレス 

トランになつている。 
この店は通称スポーツラン 

ド恥丨と呼ばれている(恥6 

まである)。 

店内坪数はおよそ200坪 

と新都心新宿のどまん中にあ 
りながら、バツグンの広さ。 

ドド—ンと大型筐体のゲーム 

機が置かれ、外からみると、 
いかにも"カジノ"という雰 

囲気。 
ケ—A台数^'2 5 〇台とい 

うのも並はずれているが、大 
型筐体だけでも30台はあると 

いうから一度は足を運んでみ 

たいお店。 
「お客さんに気持ちよくゲー 

ムをしていただきたい」と接 
客にはことに気をつかうとい 

ぅ西村店長さんは、新宿らし 
くアダルトな雰囲気の店内に 

ピッタリ。 

特に夕方からは、女性同志 
やサラリ—マン客でにぎわい、 

広い店内が土日は満席になる 
といぅ。 

大人っぽい君にすすめたい 
店だが、改装間近かというか 

ら、行く時は確かめてから行 
つた方がいいよ。 

㊣新宿区新宿312612 

新宿は今、新都心と呼ばれ 
ている。西口にはノツポビル 

が競いあい、50階建てなんて 
いうビルは上の方がかすんで 

しまうんだよ。ホントだよ。 
反対の東口には新宿3丁目 

界隅から歌舞伎町と日本最大 
の娯楽街として飲食店やゲ— 

ム場が軒をつらね、夜になる 
とピツカピカの街に変身する 

よ。 

ゲ—メストの読者は、昼の 
明るいうちに出かけることを 

すすめる。特に歌舞伎町はア 

ダルトが対象の店が多いので、 
友人同志よりも、新宿をよく 

知っている大人の人といっし 
よに出かけてほしいね。 

とにかく、この巨大な遊び 
の街、新宿に安心して行ける 

ゲーセンを見つけてきたよ。 

ほとんどの店が—00円コ 
—ナ—だが、50円のお店も入 

つてるよ。 

新宿からJR山手線で2 

つ目、高田馬場にも行って 

きたよ。50円ゲーセンが多い 
のがうれしかったね。大学や 

予備校が密集しているので、 
平日はどこも混んでいるが、 

休日は割合空いているよ一。 

新宿スポーッランド版3 

新製品のロケが多い店 r店員さん 

通りに面した壁にたくさん 
の大きな窓があり、とても明 

るい雰囲気のお店。内装も卜 
ロピカルで明るく、いかにも 

新宿のお店といつた感じ。 
実は新製品のロケが多く、 

取材した時も、3台のロケが 
行なわれていた。 

ちなみにサブマリン(ナム 
コ)とシIソー.ジャンプ(セ 

ガ)がある。かなり珍しいん 
じやないかな。 

㊣新宿区西新宿II12—5 

80 3-3 4 4-0 7 4 8 

ゲームスポッ 

目と鼻の先にはスポ—ツラ 
ンドNa3があり、セガのお店 

が2店も並んでいるとても珍 

しい所です。 
入口に筐体物、中はテ—ブ 

ルゲ—ム、奥がメダルゲ—ム 
と、とても才—ソドツクスな 

お店です。 
テ—ブルゲームの配置の間 

隔が多めにとつてあり、とて 
もゆつたりしているのがぅれ 

しぃ。 
©新宿区西新宿 

ao 3——3 4 3 

15—パ 
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新宿スポーツランド別館 プレイシティキヤロット新宿店 

「友達同士の待ち合せの場所 
±^として、勉強の息抜きの場所 

▲として、仕事疲れを癒す場所 
として、もちろん、遊びをク 

リエイトする場所として思い 
きりe n jo てください- 

と店長さん。 さすが新宿だけ 

あつて、オシヤレなキヤロツ 
卜である。 

東京でガントレツトnがあ 
るるのは多分このお店とスポ— 

泣ツランド本店だけでしよう。 

□"7時々、新製品のロケもやって 
品る。 

織⑮新宿区新宿3121—9 

女性客の多い店だって 
"新宿アルタ"と言えば何？ 

「もちろん、笑つていいとも」 

と答えるのが普通人。 

「アルタの裏側にゲ—ムセン 
夕—が3軒並んでいるよ」な 

どと答えたらゲームマニア。 
「新宿3 丁目界わいには、な 

んと大小合わせて30軒ものゲ 
丨ムセンタ—があるのです」 

1汾なんて言う人は病院行きね。 
アルタの裏には、事実3軒 

gのゲームセンタ—があって、 
その中にスポーツランド別館 

がある。通称スポ—ツランド 
Na6。I階と地下に分かれて 

おり、ワールドビンゴやダ— 

ビ—など大型メダルが40坪の 

店内でいばつている。 
中村店長さんは「女性客の 

多い店ですよ」とさりげなく 
p Rしてました。 

@ 新宿区3122112 

新宿力 、、、 ルプラザ 

明るくて安心して楽しめる店 
新宿の中でも一番の繁華街 

と言えば歌舞伎町かな？映 
画館や飲食店、ゲ—ムコ—ナ 

I等が密集している地域なん 
だ。中高生がI人で出かける 

ことはあまりすすめたくない 
が、東京を良く知っている人 

に案内してもらうのは楽しい 
んじやないかと思うよ。 

その新宿の繁華街で、I番 
街というストリ—卜のコマ劇 

場寄りに3軒のゲ—ムセンタ 

Iがある。駅から遠い方がセ 
ガの店。他の2軒は個人経営 

の店とシグマの直営店が並ん 
でいる。 

セガの店は、歌舞伎町とい 
う繁華街にありながら、ごく 

スタンダ—ドなつくりで、家 

族づれが多く、アットホ—ム 
な感じ。 

「ご覧のように明るい店でし 
よ。安心して来ていただけま 

すよ」と川上店長さん。 
㊣新宿区歌舞伎町II1815 

a0312 0 9——0025 

kさすがセガ系。 

ウイルト1クイン•ルナパ丨ク 

歌舞伎町のド真ん中にある 
だけあって、雰囲気はかなり 

アダルトっぽい。 

「台数が多い為、多少古くな 
ったマシ—ンでも人気のある 

台を集めていますので、|度 

ご来店下さい」と店長さん。 
ワイドスクリ—ンの宇宙戦 

艦ヤマトは迫力もの。I見の 
価値アリ？ 

このお店も新製品のロケが 
時々あるみたい。それとピン 

ポールの新製品が早いそぅな。 

©新宿区歌舞伎町II2117 
& 〇 3——200——8085 
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◄ほとんど50円だヨーン。 

▲ちょっと緊張気味の田中店長さん。 清潔•酒落だ店構え。 

ゲームファンタジア高田馬場店 ウイルトーク^イトー高田馬場 

ジョイランドタイトー2000-X 
G•B高田馬場の目の前に 

あるのがこのお店。大型筐体 
以外はもちろん50円。店長さ 

んがおつしやる通り「明るく 

気軽に入れるお店」である。 
新製品の「リベンジ.ォブ 

DOHJがさつそく50円で入 

つてるのもぅれしいね。 
⑱新宿区高田馬場3-4 

803——37-8370 

明るく、広いお店。なんと 
言っても50円の台が多いのが 

ぅれしい。 
タイトー系だけあって新宿一 

にまだ2台しかない、ミッド 

ナイトランデイングが入って 
ました。もちろんその他の新 

製品もバッチリ入ってるよ。 

26インチはあると思われる 
ハレ—ズコメットが印象的。 

©新宿区歌舞伎町2—3613 

S03——2 0 9I0086 

「ゲI厶マニア•フリIクの 

メッカと呼ばれた当時の面影 
も、今は2面のハィスコアポ 

Iドにわずかに残すのみ。と 
はいえG . Bスピリッツは健 

在。で、ゲ—ム好きは歓迎」 

と店長さん。 

狭い割には、アップラィト 

などの大型機(アタリなど) 

が多いのがおもしろい。そし 
てヘッドホン端子が付いてる 

台が13台もあるのがぅれしい 

(録音はダメ)。 
学生街だから、平日は混ん 

でるけど、休日は比較的すい 
ているそぅです。 

@新宿区高田馬場3—2115 

第26東京ビル—F 

803——362——9300 

メダルゲームならここた 

えたメダルゲ—ムの専門店」@新宿区高田馬場3-4 

です。高田馬場でメダルをや 菱田ビル— • 2F 

るしならここし.^ Xよい//; S 〇 3-37-8 I 62 

V G Mを楽しめるのが最高 
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あつと驚くゲー厶のデパ— 
本誌3月号でもすでに紹介 

済みのお店。まさしく「日本 
|高いノツポビルに日本|広 

いゲームセンタI Jがここだ。 
奥の方に30円、50円コーナ 

Iがあるんだけど、これが実 
は穴場(？)。あっと驚くょぅ 

なOLDゲ—ムがあったりす 

る。これだけでも十分遊びに 
来る価値があるゾ。 

もちろん最新機種、大型筐 
体もバツチシ。詳しくは3月 

号を見てチヨ。 
⑮豊島区東池袋3-4 

サンシャインシティ—女化 
会館B — 

803——983——06I 8 

〈池袋〉 
池袋東口(西武デパ—卜側) 

には、かの有名なサンシャイ 
ンビルがあり、ここには「ゲ 

—ムプラザ.ザ•ゴリラ」が 

ある。ここより少し駅寄りの 
サンシャイン通りには「ゲー 

ムフアンタジア•サンシャイ 

ン店」があり、お店の雰囲気、 
持ち味は全く違ぅけど、共に 

規模において日本Iを競い合 
つている。 

もちろん、この他にも西口 
には沢山のゲーム場がある。 

西口 (東武デパ—卜側)は 

ご存知、立教大学があり、ど 
ちらかといえば学生の多い地 

域で、50円ゲ—センも結構あ 
る。 

〈巣鴨•大塚〉 
大塚はJR池袋から—つ目 

で、巣鴨は2つ目。場所柄地 

元の人がやはり多いみたい。 

夕方は学校帰りの学生で賑っ 
ている。 

ただしPC巣鴨は例外て、 

東京近県からも人が集まる。 
特に、夏休み等の長期休暇と 

もなると、北海道から九州ま 

で地方からの遠征組もあり、 
マニアのメツカとなつている。 

1 

店 

へ 
早店 

ち当 
いは0 

をんん 
ムささ 

客長 
ゲお店 

数 
有 

内 
者 

?( 

早 
の 

荷 

品 
製 

新 

「都内でも新製品の入荷が早 
い点においては、上位に位置 

する店であると思つてます。 
いち早く新製品を知りたい時 

は当店へ」と、店長さんが言 
ぅ通り、実はこのお店、新製 

品のロケがよくある事で、マ 
ニアの間で知られている。新 

製品情報にぅるさい君だった 
ら、このお店を知らなかった、 

なんて事はないよね？ 
又、レデイスデイやバース 

デイプレゼントなどのイベン 
卜もあるし、メダルコーナI 

もあるし、女性や|般のお客 

さんにも十分楽しんでもらえ 
るお店である。 

ちなみに、このお店にはち 
ょって変わったバブルボブル 

があるょ。 
㊣豊島区西池袋II37112 

ロサ会館IF 
80 3——9 8 2-2 7 0 

、ゲ彳ムフアンタジア•サンシャイン店1F〜3F 

実に頼もしい池袋東口の顔 
「池袋東ロサンシャイン通り」 

の顔が、このお店。 
丨Fがビデオゲームとメダ 

.ルゲ—ム。2 Fがメダルゲー 
ム。3Fがメダルゲームとビ 

デオゲーム(丨〇〇円2ゲー 

ム)といぅ構成。 
「当店は坪数>\マシン台数も 

世界最大のゲーム場であると 
思つております。それにとも 

ない、従業員の質、サ—ビス 
精神、演出力も世界一を目指 

しております」と、実に頼も 

しい。アダルトなゲIムセン 
ターなのだ。 

⑱豊島区東池袋I—1414 

シネマサンシャインビル内 

80 3 — 9 r I — 〇~> CO — 

ゲ^~ムプラザザ•ゴリラ 
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I神保邸•小川町界わいI 

プレイシティキヤロット巣鴨店 

常に全国プレイヤーの熱い視線が 

ビデオ•インアカデミー 

最新機種からOLDゲームまで 
神田 地元に愛されてるセガ系の店 

「勝手知ったるマィル—ムの 
感じです」と店長さんが言う 

通り、いかにも地元に愛され 
ているお店といつた感じ。 

2階には— 〇 〇円2ゲ—ム 

セガ系のお店だけあって、 
早くもデンジャIゾIンが入 

つてたつけ。 
©豊島区北大塚2 — r^1M 

一口に神田と言つても結構 
広くて、JR神田駅周辺、御 

茶ノ水駅周辺' それに神保町 
周辺と大きく分けられる。 

この中では、やはり神保町 
あたりに、ゲ—センは一番集 

中している。 

神田駅周辺はサラリ—マン 
が圧倒的に多く、レベルはあ 

まり高くない。神保町界隈は 
学生街だけあつて50円ゲ—セ 

ンもちらほらあり、穴場があ 
つたリする。 

ただし、50円ゲ—センだか 
らといつて、すべてプレイヤ 

丨の味方と思ぅとがつかりす 
るかも。例えば、神保町のMと 

いぅお店は、ちょつとプレイ 
を中断しても厳しい。すぐ追 

い出しにかかる。せわしない 
立ち食いそば屋のような感じ。 

というようなことで、有名 

なあの店が入つてないという 

はつきり言つて、今さら説 

明不要のお店ではないでしょ 
ぅか。開店当時からマニアが 

多い事で知られたPC巣鴨店 
はムKHも健在です。 

広い店内のI角には休憩所 
が設けられ、ビデオ、漫画本 

コーナIもあり、お金がなく 
ても時間がつぶせる？ 

平日の夕方は学校帰りの学 

生で賑わい、一般客も大歓迎。 
そして夜になると某誌のライ 

ター達がどこからともなく集 
まつて来るといぅ…。 

⑱豊島区巣鴨I—15—I 

宮田ビルB IF 

H 〇 3——9 4 3——6 7 3 5 

ことがあるかも知れないけど 
いろいろ理由があつてのこと 

と思つて下さい。 

大塚駅から直接見える位だ 
から場所がわからない、なん 

て第はないハズ。 
「大型店ですので、多品種の 

機械がありますので、ゆった 
りした気分でゲームを楽しめ 

ます」と店長さんが言ぅだけ 
あつて、ダライアスはもちろ 

ん、最新機種ミッドナイトラ 
イディングも入つてて頼もし 

2階は50円コーナIになっ 

ていて、フオゾンやミスタI 

ジャン(知つてる？)があっ 
たのが印象的だった。 

©豊島区北大塚2—I4—3 

803——9 — r-6 6 6 3 
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藤縄店長さん。 

これがカードシステムだ。 

◄しやれておりますよ。 

ハイテク/ーベル神保町店 神田ハイテクランド 

ビルの2階にあるお店。外 
見はあまリハデじやないけど 

店内の雰囲気は明るい。約20 

坪と小さめだが、意欲は満々。 

最新のゲ—ム機をすぐ仕入れ 
る営i勢で、プレィヤーに 

とつてはうれしいね。照明も 
明るi)w潔。 

ゲーム代はすべて50円。レ 
バーの状態も現在のところは 

グ—。あ、そうそう、このお 
店はゲ—メスト編集部の近く 

なので、誰かがいるかも…。 
ゲ—ム台数35台。 

©千代田区神田小川町3 — N 

ダィワビル2 F 

S 03——29-5 2 18 

外観は目立たないけど意外な穴場だ 

は95台。ス—パ—ハングオン、 
アウトランをはじめ、大型筐 

体のゲ—ムも沢山あって、魅 

力的。 
「みなさん、力—ドでゲーム 

をして下さい」と店長の藤繩 

さんも懸命のPR。 
場所は駿河台下、すずらん 

通りにあり、三省堂書店の隣。 
©千代田区神田神保町- 

I 3 

803——295——6丨92 

ゲ1ムイン•セカイ 

ゲーメストと—月号でも紹 

介したけど、神保町周辺なら 
まずはこのお店。 

なぜって、力—ドシステム 

第—号といぅ栄誉をになって 

いる店だから。 
店内は—階と2階に分かれ 

ていて、最新ゲームもバッチ 
リ。—階は全て力—ドシステ 

ム、2階がコィン。力—ドで 

まだゲームをしたことのない 
人はぜひ行ってみよう。 

広さは約60坪、ゲ—ム台数 

ご存知力—ドシステム第—号店 

みんなが楽しめるようにつて. 
とにかく店長さんが熱心 

神田はやっぱり学生の街な 
んですよね。このお店の場合 

大学生と専門学校学生で約60 

%、あとの30%が若いサラリ 
Iマンなどの社会人なのだ。 

このお店で感心するのは店 

長の薄井さんが実に熱心で、 
細かな気配りが感じられるこ 

となんだ。 
たとえば、照明にしても画 

面にぅつらないよぅに工夫し 

ながら天井は明るくて、ゲー 
厶をやりやすい環境にしてい 

ること。それからボタンなど 

不良のクレ—ムがついたら、 

その場で取替えすぐザ—ムが 
再開できるように、店員にも 

徹底しているそうだ。 

そうそう、50円ゲームのコ 
丨ナIもあって、これはゲー 

ムをあまりやつたことのない 
人でも、あまりお金を使わず 

にゲームに親しんでもらおう 
という意図からなんだ。うれ 

しいね。 
店内40坪、ゲ—ム数40台。 

現在、当店の人気マシンは 
①スーパ—ハングオン②ア 

ウトラン 象SDIと若長薄 

井さんが申しておりました。 
@千代田区神田小川町3— 8 

S 〇 3——2 9 5-3 0 8 

ゲIムイン。ハラ、ダイス神田® 生中心で若さがいっぱいだね 

タィト—直営店です。店内 
は広く、タィト丨のゲームを 

はじめ、ニユ—ゲ—ムから才 
Iルドゲ—ムまで巾ひろく揃 

えています。今では、街で目 
にすることが少なくなつた幻 

のゲ—厶と呼ばれるゲ—厶に 
出会ったりして、行く価値十 

分。(ちなみにちやっくんぼつ 
ぶがあるょ) 

テ|ブル22、フリッパ丨5、 
ミドルタィプ29、大型5と全 

台で61台現在入っているが、 
「これからもお客さんの声を 

最大限に反映させていきたい」 
といぅ久保店長さんですから、 

ゲーメストの読者も、どんど 
んリクエストをして下さい。 

人気機種が早く入る。明る 
い。メンテナンスが良いと三 

拍子揃っている店なので、ゲ— 

メストの編集部員も常連です。 
日替りサ—ビスも検討中と 

いぅことで、期待度杂マル 

上昇中。 
®千代田区神田神保町2114 

——4 

80 3——2 6 2——2 8 2 3 

r写真はVやといラ店長さん。 
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渋谷はヤングアダルトの街。 
デ—トコースには最適の雰囲 

気なのだ。渋谷駅前のハチ公 
広場は待ち合せ場所、スクラ 

ンブル交差点をこえてセンタ 
丨街に入れば、ブラブラ歩き 

の遊歩道。 
こんな風に渋谷を案内して 

も、はたして何人、参考に出 
きる人がいるだろうか。ゲー 

メスト読者の大半は、用がね 
Hとわめくだろう。しかし、 

そうでもない。渋谷にはGF 

をつれて行ける明るくおしや 
れなゲIセンがたくさんある 

んだ。GFのいない君も、そ 

んなにこだわらずに出かけて 
みてごらんよ。 

いい街にいいゲ—センで、 
しかも50円コーナIがあるよ。 

代々木、下北沢と笹塚の店 
3軒を入れておいたから、地 

元の人はもちろん、遠出して 
きた人も足を延ばしてほしい。 

& 

店 
お 

な 
レ 

ヤ 
シ 

才 
で 

厶 

円 
〇 

5 

渋谷の中心/センタ—街に 

50円のゲームセンタ—がある。 
咋年7月に才—プンした新し 

い店。墨東地区に3軒のゲ— 

ムセンタ—を持つ"みとや" 

ファションビルのょぅにシ 
ャレた明るいビルで、—嘴か 

メダルとテレビゲ—ム。2F 

がテレビゲ—ム専門。B—は 

メダル専門と階ごとに分かれ 
ている。それぞれのフロアは 

45坪ずつ。ゲ—ム台数は86台。 
「渋谷といぅ所でゲ—厶セン 

ターをやつてゆくには、もち 
ろん人気機種の選か大きな 

ポィントですが、それ以外に 

ムードも大切にしたいですね」 
と三戸店長さん。 

ハチ公前の信号を渡って、 
センター街に入り、2つ目の 

十字路を右に曲って2軒目。 

ちょいとアダルトなお店。 
@渋谷区宇田川町24|2 

80 3-4 9 6-7 0 4 4 

セ 

、、、 

で 
ま 

階 
5 

地下—階から5階までビル 

_がゲ—ムセンタ—の渋谷 
ム藉。B—がセガ系、2 • 3 . 

4•5Fがタイト—系と分か 

れているのがおもしろい。 
今回は2•3•4•5の夕 

イト—系の店"モナコ々を紹 
介しょぅ0 

38坪のフロアが4フロア、 
ゲ—ム台数計2 〇〇台のこの 

店には、ダライアスが各階に 
置かれている。—ゲーム場に 

4台もある訳だ。ただ残念な 

ことには15インチの方である。 

理由は、入口から入らなかつ 
たため。 

お客さんはまず2階に上が 
つてくる。最新のニューゲI 

厶などがこの2階に置かれる 

ため、最初に満席になつてし 
まう。そうすると、お客は次 

店 
谷 

渋 
ア 

ジ 

7; 

フ 
ム 

?. 
\ 

し 
な 

ら 
ま 

た 

気 
囲 

雰 
な 

ダ 
ア 

次と上の階に登って行くとい 
ぅしかけである。 

上には掘り出しもののOL 

Dゲームがあり、ドンキーコ 

ングや平安京エイリアンなど 
街ではお目にかかれないゲ— 

ムに出会えるょ。 
「高校生、大学生の学生がお 

客の中心だから、みんなふと 
ころがさみしいでしょ。だか 

らテ—ブルは全台50円」と、 
林店長さん。 

外人さんのお客さんも多く、 
I人で入ってくるおしやれな 

女性も目につく。 

@渋谷区宇田川町23110 
&CD CO-4 6 —-—i 7» — 

シグマの経営のこの店は、 
建物の—階から3階までぜ一 

んぶがゲIムセンターになっ 
ている。その広さは全国で2 

位だと話してくれた芦川店長 

さん。 
従業員が44人と多いことも 

驚きだったが、その従業員す 
ベてに店員教育が行き届いて 

いることを感じ、いわばそれ 

は当然のことなのに、すばら 
しい店だと思わず感じてしま 

った。 
I階がビデオゲームコーナ 

I、2 • 3階がメダルゲーム 

コーナーと分かれており、ど 

の階でも若いヵップルがプレ 
ィしている姿が目立つ。 

特にアダルトな雰囲気づく 
りをしているメダル□丨ナー 

は、外国映画に出てくるホテ 
ルのカジノとそつくり。恋人 

が出きたら、彼女をつれて行 
こうね。 

渋谷西武デパ—卜の西館、 
東館の間を通って徒歩3分。 

右側にド—ンと立つている。 

@渋谷区宇田川町13111 

803 I 496——5856 



夕 
紐蜗線 

H十Hリ阳耐 

スペースシップ 

卓球コーナーもあるよ 

ワンフロアで180坪とい 

えば、けつこぅ広い。渋谷ボ 

丨ルの—階にあるセガの店。 
この店のハングオンは、本 

物ソツクリにステツカ—して 

いるから一度見に行くべし。 

セガ系のお店には' ゲーム 
の機種' 台の配列、入口のネ 

オン、カウンタ—回り、明る 
さの度合い、ポスタ—展示な 

ど共通した所があり、|見し 
てセガの店といぅ感じを受け 

るんだね。その意味で、この 
店は特に「セガの店」の代表 

格じやないかな。 
変わつている所は、店内の 

3分の—位のスぺースを使つ 

て、卓球台が置かれているこ 

オットそこの君、ゲ—ムし 
た後は卓球していい汗かこぅ 

ぜ。 
㊣渋谷区渋谷I—I4—I4 

のテストロケの店 

若者の街下北沢にぴったりの店 
新宿から小田急線で10分。 

おしゃれな街下北沢。駅の南 
口を出て徒歩4分。道の両側 

はレコ—ド屋さん、ファツシ 
ヨンの店、ハンパ—ガ—屋さ 

んなどが軒を揃え、若者の街 

原宿のょぅな雰囲気。 
目印はBIG•BENで、 

そのまん前にある。下はパチ 
ンコ屋さん。 

ドアを開けると、ゆつたり 
としたフロアで、正面にド— 

ンとミツドナイトランデング 

が置いてあり、ひとまわり小 
さいが、流行のピリヤ—ドが 

2台、そしてフリースぺ—ス 

の黒いカウンタ—が明るい店/UO 

内とピツタリ調和がとれていg 

る。 蹄 
主な客層は高校.生で、この^ 

店はゲーメスト読者に|番フ 
イットする店かもネ。 

「タイト—のニユーゲI.^ 

がいち早く入りますよ」と舖 
木店長さんが話してくれたよ 

ぅに、発売後すぐ入荷したミ 
ッドナイトランデングに、ギ 

ャラリ—がいつぱい。 
80坪の広さにゲ—ムは！ 

〇台の店。 
㊣世田谷区北沢2—417 

80 3——4 12——3 9 3 3 

全国の大学受験生諸君、代 
々木ゼミナ—ルを知らない人 

はいないよね。その代ゼミの 
本校舎のあるEm代々木駅の 

まん前、交番の横に(よく見 
ないと見すごしちやぅよ)'夕 

ィト—のテストロケの店があ 
る。 

若いお客さんと同じ年齡位 
の長谷部店長(実はまだ20歳) 

「タイト—のニュ—ゲームや 

まだ発売前のゲ—ムがたくさ 
んあるよ」と熱をこめて話し 

てくれた。 
代ゼミに夏期講座に行った 

ら、寄るっきやないね。 
でも小さなお店だから、ゲ 

—ムをするのに人がいっぱい 
で、外で待たされるかも。 

@渋谷代々木||32|2 

80 3——3 70— — 9992 
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京王線の新宿から5〜6分 

笹塚下車、北口に出て、裏通 
りから行った方が近い。 

キヤロツトというと、どこ 

のキヤロットも店の前には自 

転車がいつぱいとめてある、 
というイメージだけど、ここ 

では—台も見当たらない。 

30坪ほどの、割合こじんま 
りしたお店で、カウンタ—横 

にはナムコグッズが展示され 
ている。これがナムコのお店 

らしいといえば、そうなんだ。 
このお店には、イラストの 

うまいバイトさんがいて、手 

づくりのお客さん用ノートが 
光つている。 

若い吉富店長さんは「ヤン 
グアダルトの多い店ですが、 

広い層のお客さんに来てもら 
いたいですね」と語つていた。 

ゲ—メストも売つていたよ。 
㊣渋谷区笹塚I56128 

ミH丨ル®塚2 F 

803——378-208 

ジョイランドミナミ•タイト.— 

フアンフアクトリllt々木 
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ビデオチヤレンジヤーと専用ソフト 

女性インタビュァー大募篥 
キミのガールフレンドや 
クラスメー ト、お姉さん 
妹 etc. 

どんどん応募してくれ/ 

INFORMATION 
いよいよ本格的な夏に突入です。今夏は各メ 
一力一からシューテイングゲームが目白押し。 
撃って撃って撃ちまくり、気分は爽快。 

A>時代の新しいお遊び 

ビデオチヤレンジヤ— 
テレビがキミを攻撃 

のが8月に発売されることになつ 

た。これはVTRに「ビデオチャ 

レンジャI」の専用ソフトをセツ 

卜して再生されたビデオの画面上 
の夕—ゲットに光線銃を擊つとい 

ぅもの。ただし、それだけじやな 
い。「ビデオチヤレンジヤIJの 

新しい所は、なつ何と、再生して 
いるビデオの敵がキミを攻孳して 

くるのだよ。のんびり狙つている 

スコ—プ内が赤くなりピコンピコ 

ンといぅ音がする。逆に攻擎され 

て当ると、スコ—プ内が赤くなリ 

黄色のマ—クが表示されブ—ブI 

といぅ音がする。スコアの表示も 

スコ—プ内に写る。 

ただVTR側はアニメ.CG• 

実写のビデオが再生されるだけな 

ので、当然プレ—ヤ—側の攻撃が 

命中しても画面内の敵を破壊する 

>GP霣の 
ゲ—ムイベント情報 

来たる8月15日(土)'ゲーム 

プレイヤ—の集いとして恒例にな 
りました、「VG2夏の茶話会」 

を開催致します。 

尚' 詳しい事も' すべて左記住 

所宛てにお願いします。 
〒175東京都板橋区高島平2 — 

II71303植村方「茶話会係」 

当日は、某ゲ—ムメ —力—の開 ※締め切りは、7月15日消印有効。 

発者をゲストに招き、ビデオゲ— 

ムのイントロクイズやジェスチヤ 

I大会をはじめ、数々の催し物、 

その他、ジユ—スやおかしなども 
用意してありますので、ゲ—メス 

卜愛読者諸君も' 住んでぃる所の、 

近い遠いにこだわらず、ふるつて、 

ビシバシ参加してもらいたいと思 

います。 

又、これを機会に、友達をたく 
さんつくつて、もつとみんなでE 

NJOYしちやいましょう。 

參加費は、お一人様千円で、参 

加希望者は、下記住所宛てに、千 
円(郵便定額小為替でもOK)を 

送金して下さい。参加証と案内害 

を追つてお送りします。 

八イスコア座談会 
横浜プレイシヤト—にて— 

5月17日、横浜のゲ—ムセンタ 

丨「ブレイシャトI (ゲーメスト 
5月号を参照ごにて、座談会な 

るものがありました。 

テ—マは、「ハイスコアのあり 

方」。出席者は、ゲ—メストから 
は私こと山河悠理.GOD鈴木、 

それにBM誌の見城こうじ氏とプ 

レイシャト—の常連達。本当は各 

メーカ—の方々も出席される予定 

のようだつたが今回は都合がつか 
ずポツつてしまつたようだ。 

さて、座談会の内容(議題など) 
は、「点数より面数優先のハイス 

コア(ハイスコアと呼ぶのは正確 

じやないかな)があつてもいいじ 

やないか」。「最終面クリアすれば 

点数があつてもなくてもいいじや 

ないか」。「ダライアスで、ノーマ 
ル500万、ハ—ドで550万だ 

とどつちがえらいか」。など、ハイ 

スコアを集計する私なんかは、「う 

ん、なるほどなあ。」と思ってし 

まったのだ。 
そして、「ノーマル(設定)で全 

国ハイスコアを統一してほしい」 

と釘をさされてしまつた私でした。 

ちなみに、プレイシャトIのゲ— 

ムは、特別な場合を除いて、すべ 

てノーマル。ハイスコアは、永久 

バタ—ンを使ったスコアは載せな 

い。といったル—ルでやっている 
けど、これが常識ではないかと思 

ぅんだけど……。 

プレイシャト—では、これから 

も月—回、座談会をやっていき、 

そのつどテJマを変えていくから 

常連のマニアだけでなく、|般の 

プレ—ャ—の人達にも参加してほ 

しいとのこと。興味のある人は行 

つてみるのもいいんじやないかな。 

連絡.問合せはプレイシヤト— 

まで。 

住所横浜市中区伊勢佐木町 

ゲ—ム台をならべて-円卓会議 
—1098( 〇 4 512 5-8340 

現在日本でのVTRの普及率は 

全世帯の50%、2軒に—軒はVT 

Rを持つていることになつている 

らしい。 

これだけ普及しているVTRを 

単に録画や再生にだけに使ってい 

るのでは能がない。ということで 
今度、チョロQやリカちやん人形 

でおなじみの、タカラから光線銃 

「ビデオチヤレンジヤI」なるも 

と敵の方から攻孳されてアウトに 

なるぞ。 
少し「ビデオチヤレンジヤI」 

の仕組を説明しよぅ。 

まず全ての当り判定など、ゲ— 

ムに必要な表示を行なぅのは光線 

銃本体。銃口にあるセンサ—が画 

面上に表示される夕—ゲットの光 
を感知して当り判定をする。プレ 

—ヤー側の攻擊が当ると光線銃の 

ことはてきない。 
それから7月から放映されるテ 

レビ番組「ザ☆ヘッドマスタ—ズJ 

や「ビデオチヤレンジヤIJのC 

Fもビデオチヤレンジヤ—用に特 

殊処理されているので、専用ソフ 
卜と同じように遊べるそうだ。 

「ビデオチヤレンジヤIJ本体 
とソフト—本セットで9800円 

専用ソフト(10分) 4800円。 

ゲ—メストでは' メデタく |周 

年も過ぎ、新たなる飛躍を目指し 

て、ヵヮユィ女の子のィンタビュ 

ア—を大募集することになりまし 

た。 

仕事の内容は、ゲ—ムサ—クル 

やメ —力—の開発者など、ゲ— メ 

ストの読者が興味を持っている人 
たちへのインタビュ—などが主で 

② 東京もしくはその近郊(ゲ—メ 

スト編集部へ90分以内の距離) 

在住者。 

③ 18歳以下の場合は、両親の承認 

が必要。 

④ 自選.他選は問いません。 

⑤ 応募者は、簡単な自己紹介(他 

選の場合は推選者の推選文)と、 

全身および顔写真を同封のぅえ 

ゲIメストの 
イメ—ジギヤル 

すが、ゲ—メストのイ.メ —ジギヤ 

ルといぅ要素も多分に含んだ役割 
もあります。 

ゲ—厶が好きで、人とお話しす 

るのが好きで' 好奇心旺盛な女の 

子の応募待つてます。 

〈応募要項〉 

①16歳から20歳位までの女性に限 

る。 

左記へ送って下さい。 

〈宛先〉 〒101東京都千代田区内神田— 

—I5—I5柴田ビル新声社 

ゲ—メスト編集部女性インタビ 

ユア—係まで。 

※害類選考のぅえ編集部ょり詳細 

を連絡いたします。 

58 



3力月の沈黙から今再び、 
GMOレコ—ドが世の音楽界 

になぐり込みをかけた。 
それは、タイト— •ゲーム 

ミユ—ジックV 〇 L 2、ダラ 

イアス攻擊である。このレコ 
Iドは、思いっ切しダライア 

ス|色！オリジナル、アレ 

ンジ共すベての曲がダライア 
スから成り立っているのだ。 

「何？ |つのゲ—ムしか入つ 
てないの？つまんねえの」な 

んて寧1-う人は、それはあな 
た、まだ何もわかつていない。 

タイト—の 
自價作ダライアス 

前回のタイト—•ゲ—ムミ 
ユ—ジックは15個ものゲ—ム 

を集めて作られたのだが、今 
回のVOL2では1つのゲI 

ムのみで作られているとなる 
と、タイト—も相当このゲ— 

ムに思い入れがあるのか…つ 
まり自信作、つてわけだな。 

このゲ—ムの制作スタッフ 
はのベ40名のI大プロジHク 

卜。筐体のモニタ—は3つ、 

継ぎ目なしの迫力のゲ—ム画 

けるが、それだけゲ—ムは音 

楽と切っても切れない関係が 
あるよぅだ。 

しかし、残念な事は、音楽 

と効果音の音量調節が別々に 

出来ないので、音楽だけを楽 
しむのは、あのヘッドホ—ン 

端子からではかなり困難であ 
る。そこで、その欲求を满た 

してくれるのが、今回発売さ 
れたタイ^— •ゲームミュー 

ジツクVOL2' ダライアス 

なのである。 

レn—ドの紹介だ 

んで、ダラィアスVGMの魅 
力を味わつてもらいたい。 

音楽は切り出しが大切であ 
る。この切り出しで、音楽を 

期待させるものかどぅかが決 
まつてしまぅと言つても過fr 

ではないが、ダラィアスのク 
レジット音はそれを見事にク 

リアしている。数秒のクレジ 
ット音だが、それを聰いただ 

けで、これからどんな壮大な 

音楽が流れてくるのか、わく 
わくさせる。コインを入れた 

瞬間から宇宙空間にでもいる 

甦 
る 

1 
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このゲ—ムは、ステ—ジご 

との曲はもちろん、各親玉に 
もそれぞれ独特の音楽を持っ 

ており、クレジット音から始 

まつてエンディング、ゲ—ム 

才—バIまでのすベての曲を、 
リスナ—の立場に立って編集、 

制作されたレコ—ドなのだ。 
ょってLPレコ—ドー枚が 

ダラィアスのゲームー色とな 

つても、音楽として考えれば 
当然の結果となったわけだ。 

交響組曲' と言っても差し支 
えないであろぅ、充分な仕上 

がりである。 
これでもう、VGMマニア 

は自分で好きなように曲«|や 

曲の長さなど編集しなくて済 
むであろう。 

面で、その迫力を更に盛り上 
げているのが、今回紹介する 

VGM、ダライアス組曲であ 
る。 

音楽の影響というのはとて 
も大きく、どんなに画面がき 

れいでも、それについて行け 
る音楽がなくては迫力が半滅 

してしまう。しかし、そこは 

TVゲ—厶の元祖、仕掛け人 
とも*われるタイト—だ。期 

待がはずれるわけがない。 
タイト—がこのダライアス 

のVGMに思い入れをしてい 
る、という事が、あの筐体に 

ついているヘッドホーン端子 
からもわかる。あのゲ—ムで 

実嫌にヘッドホ—ンをつけて 
プレイしている人を良く見か 

さて、VGMレコ—ドの型 
式としては、A面がオリジナ 

ル•パ—ジョン' B面が5種 

類のステ—ジ音楽のアレンジ• 

パ—ジョンから成り立ってお 
り、GMO業界では「ハドソ 

ンGM型式/VGM業界では 
「アポロンドラクエ型式」と 

呼ばれている。 
収録曲はゲ—ムに流れる全 

ての音楽であるが、親玉出現 
の手前の「警告」音や—up 

音は収録されていない。組曲 
の流れとして考えた末の編集 

の結果である。また、効果音 

も今回は省かれている。 
曲を驄く事にしよう。でき 

るだけ読者の方々に心が伝わ 
る橡努力するので、これを読 

過激なドラムスが入りくんだ 
都市地帯を表現する。親玉音 

楽は、不気味なパ—カツシヨ 
ンととぎれる旋律によつて' 

イソギンチヤク野郎の恐怖を 
ぅまく表現する。 

第3楽章の「山岳地帯」は 

ノリのいい長調旋律で、気分 
を和らいでくれる。そこに親 

玉出現、この敵の手から果た 
して逃げられるのかどうか不 

安げな音楽が練く。 
第4楽章「バンアレンベル 

卜」は、拍子の頭がどことも 

気分になれる。 

リスナ—の興麵 
は离まる 

第1楽章は「宇宙洞窟」。 
ダライアスをプレイする人に 

とつて、誰もが通る道である。 
「タイト—」と思わせるFM 

の音色が耳をつきぬける。短 

調の旋律と不協和音のきざみ 
が、ゲ—ムへの期待感と、敵 

ベルサ—軍団の攻擊に対する 

不安感を思わせる。しかし、 
未来に対するかすかな希望も 

物語つている。更に音楽は重 
厚な展開へと練く。さて、親 

玉だ。ベースとバスドラの恐 
ろしげなリズムによりリスナ 

丨の興奮は高まる。 
第2楽章は「都市地幂/ 

わからない音楽で宇宙空間を 
さまよぅ。統くピラニア野郎 

の出現で衝擎的な和音iが 
頭をつきぬける。 

第5楽章「海底基地」は、 

海中遊泳を思わせるゆったり 
としたリズムの中で、敵の不 

気味な攻擎が統く。親玉出現、 
未来は自分遣にやってくるの 

だろぅか、不安になってくる。 
プロnとテイアツト 

の棄 
第6楽章は親玉の6面と7 

面、親玉クリア、クレジツト 

タイトル'レクイエム(ゲ— 

ムオ—パ—)と統く0 

まず変拍手のリズムで不安 
な気持ちを盛り上げ、統く最 

終面は速くに鳴り響く旋律と 

後の動く和音が、もぅ後戻り 
出来ない、リスナ—の興奮を 

かき立てる。いざ、親玉をや 
っつけた。鳴り*く旋律は' 

この先の未来に対する希望と 
不安を表現する。そして、敵 

ベルサ—軍団は全滅した。プ 
ロコとティアットの2人は、 

新たな人類として未来を築く 

事が出来るのだろぅか…心が 
今ひとつ定まらず、そして幕 

を閉じる。 

バラエティに薦んだ 
アレンジ 

B面のアレンジ•バIジョ 

ンは、タイト—サウンドチ— 

ムのズンタタと、デジタルポ 
ップグル—プのコンスタンス 

タワ—ズがそれぞれ編曲' 演 
奏し、5つのステ—ジ曲それ 

ぞれのアレンジが収録されて 

ぃる。 
「バンアレンベルト」は壮大 

な才—ケストラ風、「山岳地帯」 
はサックスも含めた柔かなり 

ズムのポップス、「都市地帯」 
は、少し硬めの音色が無機質 

的テクノサウンドをくり広げ 

る。「宇宙洞窟」は、最初の重 
厚な才—ケストラから硬い音 

色のポップスへと展開する。 
「海底基地」は、ゆったりし 

た拍子を、ピアノや管楽器の 
アコ—スティックなサウンド 

がくり広げる。 

実にアレンジ•パ—ジョン 
はバラエティに*んでおり、 

聰きごたえのあるものに仕上 

がっている。 
早速タイトI •ゲームミユ 

丨ジックV 〇 L 2をHつて、 

ダライアスの世界の魅力にひ 
たつてほしい。 

LP、カセットテ—プ共に 
2200円'CD28 〇 〇円。 

アルファレコ|ドから発売さ 

れたばかり。 
(GMOA •夕 —チ) 
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こ右691僵羼 
AチヒッターGOD鈴木 

全国30万人の田口あゆみフ 
アンの皆さん、こんにちは。 

そろそろ暑くなつてきました 
ね。相変らず元気にゲ—厶を 

やつているかな。 
エ？ なんで今月は田口さ 

んじゃないかつて？残念な 

がら田口さんは今回お休み。 
田ロフアンには申し訳ありま 

せんが、今回の発信局は代打 
の私GODが務めさせてもら 

います。ヨロシク。 

仙台の実力派 
サ—クル 

本誌7月号でも紹介した仙 

台。今月はこのゲー厶センタ 
丨の都(？)仙台から発信局 

をお届けします。 

ゲ—ム大好き人間にとつて 
願ってもないほど仙台はゲー 

厶センタ—が多い。これほど 

の環境ならゲームサ—クルが 

多いのも納得。今日はその中 

でも実力派サ—クルSPRE 

AMをレポ—卜したいと思い 
ます。 

発端は 
パックマン 

事の起こりは静岡のFKS 

君が仙台に親戚がいるそうで、 

その都合で仙台に来た事に始 
まる。 

彼のパックマンの腕はなか 
なかのものなんだけど' 仙台 

にもやはりパックマンがうま 
い人がいて' それがFHS君 

(現在はゲ—ムを引退してる 
そうです)。 

お互いに「あいつパックマ 
ンうまいなァ」と思つてたの 

が知り合うきつかけとなつた 

そうな。実際、好きなゲー厶 
が共通してるとすぐ友達にな 

れたりするもんね。 
そして2人が結成したサー 

クルがFAC。で、ゲー厶セ 

全国有数のゲ—ムセンタ—の都にふさわし<、こ 
れまた超一流のプレイヤ—を擁するグル—ブが仙 

台に存在する。平均年齡U歳。このすごい面々の 
棄顔を51いじやお5/ 

ンタIで「君ゲI厶うまいけ 
ど' うちのサ—クルに入らな 

い？」と声をかけて集まつた 
のが、現在会長のREI君' 

K .W君、BEE君、SOL 

君だったそうです。 
当サ—クルのメンバ—が压 

倒的に17歳が多いのは' やは 
り年が近いと声をかけやすか 

つたからじやないかな。 
それが、かれこれ3年前の 

事。やがてサ—クル名をSP 

と変えるが、丨.Z君日く「"S 

P,ってのは"スーパ—プレ 
ィヤI,の略なんだけど、い 

まいちダサかった(笑)。もっ 
とカッコィィ名前の方がいい 

んじやないかなァと…」。 

SPREAM 
誕生 

現在のサ—クル名"SPR 

EAM,/の名付け親は実はS 

OL君。 
「"SP"を含んだ字で、なに 

かいい名前はないかなァ、と 
辞書で字を捜してたんですょ。 

そうしたら"SPREAM" 

って字が目について、これは 

使えないかって、みんなに相 
談したら…」とSOL君。 

こうして現在のサ—クル名 

は決まつたのでした。ちよつ 
と単純だけど、ほほえましい 

んじゃなぃ？ 

強者そろいの 
メンバ—達 

REI=«JIf 昌明(18歳) 

現在の会長さん。「ザ—クルの 
中では割と年を喰ってたので 

会長に」とRE丨君。うIん、 

一番ありがちな理由だなァ。 
実は、現在彼は東京に在住 

で、PC笹塚やPC田町に店 
員として入つてたりなんかし 

ます。 

「得意なゲ—厶はあまりない」 
とか言つてるけど、Hィリア 

ンシンドローム1000万出 

してるのは誰だい？気に入 
ったゲームはなんでもやるそ 

うです。 

K • w=渡辺浩I (17歳) 
全国トップはサ—ク>H/内では 

ダントツ。「とにかく、自分の 
気に入ったゲ—厶は全国レべ 

ル」と会長も絶賛。最近はサ 
ィコソルジャー191万など。 

ドド5=榛葉清(18歳) 

はっきり言ってふけている。 

初対面の人間は彼を30前後と 
間違えるという(こんな事書 

いていいのかなァ) 

ゲー厶もうまいが' パチン 
コもうまい。静岡のPC両替 

町の超常連。今はバイトで入 
つてるそうな。全国トツプは 

かなり多い。サウスポ—の為、 
腕をクロスさせた独特のプレ 

イ法が目立つ。 

SOL=川島啓司(17歳) 
待つてました' SPREAM 

の名を全国に知らしめた立て 

役者。 
アウトランで4分30秒台を 

全国I番乗りで出したのが 
彼。アウトランナ—ズで彼の 

名を知らぬ者はもぐりでしょ 
、っ0 

しかし最近はアウトラン引 

退説も流れているが…。そし 
て、彼のゲ—ム人生に少なか 

らず影響を与えたのが^^ 
DIGU川島利文(23歳) 

S0L君の実兄です。ちなみ 
に、スコアネ—厶のDIGは 

めったに使わないそうです。 
ゲ—厶歴はかなり長い。そ 

の昔、AMライフを読んでた 
人間なら、彼の名を覚えてい 

るハズ。スタ—フォースで、 
ジムダ•ステギの所でラリオ 

スを孳ち、5万点と8万点の 
両方を取ったという伝説の持 

ち主(もちろんコスリなんか 
使わないョ)。 

極めたゲ—厶は数知れず。 
最近は、いかに少ないコイン 

数でゲームを極めるか' に凝 
つてるという円熟プレイヤ—。 

BEEU高橋浩(17歳) 
なぜか「社長」のあだ名を持 

つ。会長と同じ出身地、古川 
市に住んでいるが、そこは新 

製品がなかなか入らないので、 
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仙台メンバ—に遅れをとるが、 
あつという間に同じ位うまく 

なつてしまう才能を持ってい 

る。忍者くん阿修羅の章31面 
クリアなど。 

SHOT=鎌上直樹(17歳) 

SPREAMになつてから入 
会したニユーフH丨ス。山形 

出身で、仙台に遊びに来てる 
所をスカウト。 

「最近はあまり人は入れてな 
いんですけどね」と会長さん。 

その上でのスカウトだから、 
これはなかなかの腕前だった 

んじやないかな？ 最近はス 

—パーハングオンに燃えてる 
そうです。 

1z=熊谷英明(16歳) 

スコアネー厶がぜんぜんイニ 

シャルになつていない彼こそ 
がサ—クルIのひようきん者 

(ぜんぜん文章になつてない 

なァ)。彼の巧みな(？)話し 

振りを誌上で再現できないの 
が残念。とにかく笑わせてく 

れます。 
最近は才—ルドゲ—厶には 

まつてるそうです。そうそう 

|度もプレイした事のないサ 
イコソルジャ—を、本誌で全 

国トツプを取つてます。もち 

ろん単なる誤植なんだけど。 

佐言=引地信辛(15歳) 
他のサ—クルとの情報交換係0 

長時間プレイできるゲ—厶が 
好き。サ—クル内最年少。「ゲ 

丨厶は上手いが、所詮中学生 
レベル」とみんなに言われて 

いる。 
P • 若山英二(16歳) 

人のプレイを見て上手になる。 

お金をあまりかけずに極める 
タイプですね。— • Zと組む 

とSPREAMの漫才最強コ 

ンビとなるそうな。臥竜列伝 
1000万など。 

R — 〇彳高橋義明(17歳) 
「フェアリーランドしかやら 

ない」そうです。う一ん、こ 
れしか書きょうがない。 

M • KU川越学(16歳) 

才丨ルラウンドプレイヤーだ 
そうです。「通称スケルトンま 

なぶ」と会長さん。「でも怒る 
から言つちゃダメだョ」だつ 

て。 

活動内容は7 
すかさず返つてきた言葉が 

「毎日ゲ—厶」。やはりこれに 
尽きるようですね。 

それと隔月で会誌を発行し 
ているそうで、欲しい人はS 

OL君の所まで、だそうです。 

DLL郡山店に連絡すれば、 

彼は毎日いるから、連絡がと 
れるそうです。 

「何かおもしろいエピソ—ド 

は？」の問いに、「う—ん」と 
うなる会長さん。 

とにかく、ゲ—厶ばっかや 
ってるサークルですからね 

ヱ：.。特には…」と会長。 
しかし、I説にはあぶない 

エピソ—ドが多くて誌上では 
公開できない、という噂も…。 

「ではSPREAMの入会条 
件は？」の問いの答が以下の 

通り。 
•基本的には16歳以上である 

JjuJt 〇 

•ウソスコアを出さない事。 
•性格が明るい事。 

•常に笑いの絶えない根アヵ 
サ—クルだから、その環境に 

ついてこれる事。 

-k —だそぅです。 

やはり実際にゲ—厶センタ 
Iで知り合って、気が合ぇば、 

といつた感じですね。 
仙台の喫茶店で、みんなに 

集まつてもらつて取材したん 

だけど、サ—クルの取材、と 
は名ばかりで、ゲ—厶談議に 

花が咲き' ただただゲ—厶の 
話ばかりだったっけ。やはり 

共通の話題を持てる仲間があ 
るつてのは楽しいょね。(しか 

し—•Z君には笑わせてもら 
った)。 

根城としているゲ—ムセン 
夕丨はPC仙台。そこにやり 

たいゲ—厶がない時は、金ち 
やんだそうです。 

きつと今日も、仙台でハイ 

スコアをたたき出している事 
でしよう。 

FKS君。大低のゲ—ムはぅまい あゆみさんを待つていたとSOL君 ハンサムポ—ィP.V君 



□ 
□ 

厶 
I 

ゲ 
今日、明日のことも 

いい、 
寺こよ 

BH VAUm 

昨日のことも思い 

起こそうよ 

そうすれば 

!A生—に—傑みが 

でるよ > フに 

ゲームもまた. 

山河悠理 

今回はチヤンネルスィツチといこぅ 

どもつ！ 2力月ぶりだぜ。最近 

はシユ丄アィングゲーム(飛翔鮫、 
スラ、ップフアイト、グラディウス、 

沙羅蠢)中心にやつている悠理 
です。 

そぅそ、是久留米C • Hにある 

スパイハンタ— (バリ1ミツドウ 
エイ•丨983)がなかなかおも 

しろくて、50円. 2 P __IAYなのだ 
が、500円もやつてしまつた。 

芸のこまかさといつたら日本のゲ 
—ムに見られないのばかり。音楽 

もS商にノリがよくていいぞ。(昔 
の映画の音楽らしい。スパィ大作 

戦からきてるのかな？) 

ぅつ！私的通信で長くなつて 
しまつた。 

とい、つわけで、ムは「チヤン 
ネルスイッチ」というものについ 

て紹介しましよ、つ0 

チヤンネルスイッチとは、自分 

の動きに_なく自分の好きな方 
向へ弾が撃てるといぅもの。最近 

では、SNKお得意のル—プレバ 

Iがそれに近い。が、チヤンネル 
スイッチ自体がPUSHできるの 

で、レバ—操作がその分楽になつ 
ている。こういうアイデアが昔か 

らあつたなんて、今さらながら驚 
かされる。 

さて、このチヤンネルスイツチ 
を使つているゲ—ムは、 

☆シェリフ 
☆ワイルドウHスタン 

☆フロントライン 
☆テインスタ— 

の4機種(だと思った)だけど、 

私はテインスタ—というものを全 
然プレイしていないので、テイン 

スタ— ^^いて紹介しよ、つ。 

ならず者(:捕らわれたレディを 
救い出すために、シェリフはなら 

ず者を退治することに…。 

館山市の山田君、お.またせいた 
しました。やつとこさ紹八るよ。 

シェリフは、知る人ぞ知る初0. 

チヤンネルスィッチ採用のゲーム 
でぁり、最初で最後の(？)超高 

得点ゲームなのだ。^は19 7 

9年0 

1979年生まれ。知る人ぞ知る初のチャン 
ネルスイッチ採用の超高得点ゲ—厶なのだ。 

内容は、画面中のならず者をす 

ベて退治すれば1面クリア。$ 
飛んでくるコンドルiてばボー 

ナス占心と、要はインべーダータイ 
プのアレンジバージョン。と、言 

つてしまえばそれまでだけど、そ 

れだけでは当然おもしろくない。 
インべーダーと$連いは、最初 

に敵が自分のまわ—かこんでい 
ることだ。カタログを見ればわか 

ると田^'フけど、まあそん態か 

ら面はスタートする。敵のならず 
者は、最初の*は外側をゆっく 

りまわつているんだけど、時間が 
たつと内側(シェリフの移®'てき 

る範囲)に入つてくるんだ。ここ 
が大き-といえるだろぅ0 

シェリフは、8方向レバーで操 
作して、チヤンネルスイッチで8 

方向に弾を撃てる。ならV#が撃 
つてくる弾に当たると当然ミス。 

内側に入つてきたならず者に体あ 

たりされてもミス。ミスすると、 

画面が青くなり、シェリフがけい 

れんして死んでしまう。この死に 
方はけつこうおもしろかつた。 

占教システムは、外側のならず 

者は30占r内«が倍の60点。コ 
ンドルが最高500占f実は、\こ 

のコンドルの占：数に箭があった 
のを知つてる人はいるかな。正確 

には忘れたけど、1回50 0占^ 

取ったら19発撃って、20fで 
5 0 0点が再び取れるといつたも 

ので、ィンべーダーのUFOの法 

¥似ていた。 

さて、究極のボーナス点につい 
て説明しよう。 

シェリフは3面クリアごとにレ 

ディを救い出せるんだけど、その 
時のボーナスがSCORE X 2。 

最初のうちは占薮が低いので、そ 
んなに占fがはいらないんだけど、 

先(:進むと何百•何千万といつて 
しまうのだ。故に、占I数にはf 

り音®がなくなつてしまつたわけ 

なのだ。点数のケタは1千万まで 
あつたと思つたけど…(私はへ夕 

だったので人から聞いた話) 

BGMも西部劇の雰囲気がぁっ 
たし、まさ(:カウボーィといつた 

感じだ。 
難易度は中の上ぐらいかな。シ 

エリフの動きがもたもたして遅い 
ぅぇに、後の面での敵の弾の速さ 

が並みじやなかつたからね。おま 
けに、シェリフの当たり判定もき 

つかつたしね。 
^ ^ ^ 

シェリフは、当争をテーマ 
と—>たシユーティングの中てひ 

ときわ目立つてたょぅな気がした 
けど、君はどぅだったかな？ 



タイ!、一 

ワイルド 
ウェスタン 

タイトー初のチヤンネルスイツ 

チ採用のゲームが「ワイルドウエ 
スタン」である。 

なかなか当時にしてはおもしろ 
く人気があった、というわけで、 

さつそく内容にはいろう。 

プレイヤーは馬に乗っている保 
安官(だと思った)で、8方向レ 

バーで操作する。あと、チヤンネ 
ルスイッチにボタンが1個。チャ 

ンネルスイッチはピストルの弾の 

発肉これは問題ないんだけ 
ど、もぅ1つのボタンは列車の乗 

备りと「伏せ」の時に使用する。 

このボタンの説明は、またあとで 
し上*フ〇 

次に画®!^だけど、_があ 
つて列車が走つている。所々にサ 

ボテンなどがあり、敵の盗賊団と 

プレイヤーがいる。 
プレイヤーは当然、敵の盗賊団 

を倒すわけだ。敵も馬に乗つてい 
るので、馬の上の敵に弾を当てな 

いと到せない。^^倒したあとも 

馬は残っているので当たってはい 
けない。 

ミスは、敵の弾に当たる•馬に 

ぶつかる•川に落ちる•障W杨(サ 
ボテンなど)にぶつかる•列車に 

ぶつかる…といつたところ。 
面クリアは敵を全滅させれば〇 

K。ただし、面にょっては？^が 
くるので、それも全滅させること0 

ルールはこれぐらいにして細 
かい所盒日いていこう。 

面の設定は、其_に3面あっ 

て(薑Mと敵の数)、その応用み 
たいなのが3回あるので全9面な 

の.だ。 
1面は平凡な戦いで敵も5人し 

か出てこない。ワイルドウエスタ 
ンには陣地みたいのがあって、線 

路を境にして左半分がiで、右 

半分がMSという感じになつてい 
る。もちろん逆もある。 

1面はその自陣に敵が1人1 
頭？) くるだけ。チヤンネルスイ 

ッチの利占P早くも出てくるわけ 
だ。プレイヤーを画面の-5^どに 

位置させてチヤンネルスイッチの 

方向を下か斜め下に向けて退治す 
ればいい。馬が敵陣に戻ったら、 

自分も_に行つて一気に盡さ 
せる。弾がうまく当たらない爱口 

は、列車に斜めの角度で当てれば、 
下から撃つた§、同じ角度で上 

に行ってkうので、それ^:用 
してやつつけることができる(縦 

名横から当てた方が当たり判定 

がでかぃ)。 
こ*フいつた®^V進んでいく。 

同じ面でねばりfると障¢1杨が 

わんさか出てきたり、敵が自陣に 
いつせいに向かつてきたりする。 

特に、；^上には障出てこ 
ないので、そこでねばつていると 

線路の両はじにサボテンなどが切 
れめがないほど出てくるので脱出 

不可能になる。見た‘-^8対笑ぇる 
ぞ〇 

他の敵(障害物1¢む)の^* 

。ハタIンは、川(橋の上での戦い。 
タィト1®を見ょぅ)•策塔. 

列車が上下する•ヘリの中•線路 
のカーブ…など。あと、列車の上 

に乗る敵がいるんだけど、そいつ 
は他の敵にくらべて動きが早くな 

るのがわかる。たいていは、敵陣 
か‘-^るので素早く^ないとい 

けない。列車にfれた爱口にさ 
っき書いたょぅにボタンが必要に 

なつてくる。その前に、列車の上 
に敵が3人乗つてし妾フと無条件 

でゲームオ1、、ハー つてしまう。 
さて、ボタンだけど列車の上に 

敵がいる時だけしか使ぇない。列 
車に馬書せてボタンを押すと乗 

つてくれるのだが、右からだと列 
車ぎりぎりに近づけないと落ちて 

しまう。つまり^一1?してしまうの 

だ。これをやると当然ミス。よつ 

て左側から乗るのが一秀 
乗つたあとは当然^^やつつけ 

^てはいけない。ここでもチヤ 

ンネルスイッチをしっかりあわせな 

くてはいけない。弾を撃たれた場 
合はボタンを押せば伏せてかわ 

せることができる。けど難しい。 

給水塔の所で•も、ボタンを使わな 
いとミスしてしまぅ。あと、列車 

の上からでも、馬に乗った敵をや 
つつけることができる。ただし、 

上下にしか動けないので難しい。 
自分の馬が近づいてきてボタンを 

押せば、再び馬に乗れる。列車の 
上でf撃てば得点が倍になる。 

得点システムは、面xloo占仙 
で最口P9 0 0点0 

最後にボーナス面。これは各面 
クリアごとになる。画面がきりか 

わって、馬が^〇てるコインをは 

ね上げるので、プレイヤーがチヤ 
ンネルスイッチを押して撃つ(方 

向は上だけ)。ただし、一発しかチ 
ヤンスがない。コイン$てばボ 

—ナス面の点数が2倍になり、撃て 

ないと1倍になる。撃てなかった時 
に馬が笑ぅのがいfしい。ボー 

ナス面の点は最初1〇 〇 〇占fで、 
以後1000占?つあがっていき、 

最高10、0 0 0占fコインを撃 
てば2〇、000占fこれはおい 

このゲームは、19825刖半 

ネ—厶入れの八—ジ 
ヨンが少なかった 

列車の上での戦いは 
スリル満点 

馬がかけ列車が疾走し、iな盗靨書くだく、 
ウェスタン活劇そのものだった。1日—年発売。 

そうそう、レディを助けるゲー キーコングの時に、うかつに元祖 私はドンキーコングのほうが印象 -# 

ムはこちら力元祖で一^た(ドン と書いてしまつたような気が…。 深かつたもので…) 



タイトー 

フロントライン 

>Jこ3が爱1* 

、、>Kl<kvサイン： 
で成な<、 

我機1つはっキ、 

»い3サイ、ノ 

T'あ7r5、、'o 

ん。 

に出たと思うんだけど、編の 
人間に聞いたところ、と知つ 

ている人が少なかつた。_は見 

てもフレイしてないといぅ人もい 

たしね。 

あと、ネーム入れできるやつと 

できないやつがあったんだけど、 

デイツプスイツチで変えられたの 
かな？ 

今回紹介するゲームのぅち、他 
の2つはウェスタンぽいにの対し 

て、こちらの「フロントラィン」 

は^#をテーマにしたゲIムだ。 
璧冗は19 82年だ。 

^ ^ ^ 

釋は8方向レバーに、先ほど 

のチヤンネルスィッチにボタン1 
つ。ボタンは手ggg発射と戦車の 

乗り降りに像フ。 
成は4面(背景の。ハターン) 

ある。 

1面は歩兵戦で、谷間でf兵 
が出てくる。敵の歩丘ハは画HIは 

じに隠れていたり、木の中に隠れ 
ていたりすることがあるので、そ 

ういう時には手楷弾でしかやっつ 
けられない。他はプレィ^のピ 

ストルでやっつけられる。途中に 

地雷があって、もちろん踏むと死 
ぬ。地雷をピストルや手楷弾で撃 

つと{Aがあいて近くにいる歩兵 
は死んでしまうのだ。 

やっぱり、この面で難しさが爆 

地雷、ピストル、手溜弾、戦車、装甲車…戦争 
をテ—マにしたゲ—厶で、198P年発売。 

発していたので〇占rで終ったとい 
う人もかなりいたのだ。高次Mて 

は画面の下から敵歩兵がカール. 
ルィス顔負けのスピードで突っ込 

んでくるので、全面で一番難しい 
面たつたでしょう0 

2面(といつても面の$心とい 
うのはないけど)は草原での戦い。 

この面では肇が出てくる。肇 
は2種類。戦車はスピードが遅く 

て弾の破劈がある。もうひとつ 
は戦車とい*rvHiりも車。スピ 

—ドは戦車の2倍だけ：^壊力が 
の：^。だけど2連©Hきる。 

まあ、.この面は戦車が出てくると 

い*みけで難しい面ではない。け 
ど、装の所に行くまで敵が戦 

車だけなので、きついといえばき 
つい。ちなみに、地雷が爆発した 

時の穴に、戦車などが行くとしば 
らく動けなくなる。 

あと、芝生にはいると®♦など 
のスピードが落ちるょ。 

3面は砂漠。ここも：^車戦0 

特に雲のない两先に進むと橋 
があるけど、ここが難しい。 

4面は^#拠地。ここにはブロ 
ックでバリヶIドがあるので、そ 

こを利用すれば、そしくない 

面。最後に大砲があり、それをや 
つつければ1面クリア。だけど、 

戦車に乗つてると大砲は破壞でき 
ない。ょつて戦車か‘-^:りて、手 

榴弾でしかやつつけられない。 
ちなみに、このゲームはバグと 

いうか、裏ワザに近いものがあつ 
て、戦車を画面の上下に位置させ 

.て乗り降りすれば、画面がおかし 

くなつてしまうというもの。 
それと、どこでも^^Cハタ^ —ン 

ができるというのもsmがあつた 

ね。 

あ^/占薮については、 
X面软で、手榴弾だと2倍になる 

のだ。 
カウンターストップは9 9 9 

990占m (下2ケタ目は〇かもし 

れない)。 
^ ^ ^ 

とにかく、このゲームでのチヤ 
ンネルスィッチはよく生かされて 

いると思ぅ。SNKでの怒シリー 
ズもそ.けど、戦争ものはこぅ 

でなくつちやね。 
あと、デモで遊べるのを知つて 

るか乂デモで、チヤンネルスイ 
ツチをまわすと、ちやんと反応し 

てくれるんだよ。 

L0 

チヤンスイッチ 
は GOOD": 
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参考にして下さい。 
。敵キャラの名前は片仮名の部分のみ使つ 

て下さい。（例）「ノウコV15」，「ノウ 
コ」•「エレクトリツクフアン巳」ぼ「エレ 

クト1Jツクフアン」 
。同じ言葉を2度使ってはいけません0 

語群(その 
。ダライアス。ホーミングミ 

サイル。レーザー りWパ 
ーアーム。プロコ 〇八ンァ 

レンべルト 

ダライアスフアンのダライア 
スフアンによるダライアスフ 
アンの為のスケルトンパズル 

□ 
□ 

丁 
□ 

□ 

□ 

J 

□ 

。敵キャラの名前は、5月号R30S31等を 

6月号(9号)の正解 

0ダライアスケルトン7^11/ 

毎度ありがたや 
でも今度は 

難解複雑だぞ 
ゲ—メスト読者の中には、「ダラ 

イアス」を知らない人なんていな 
いよね?(もし、何のこつちやわ 

からん人がいたら、すぐにバック 
ナンパーを買つて読むように。) 

6月号では全ゾ—ン攻略。7月 

号では開発者インタビュ—。てな 
感じでやつて来ましたんで、ここ 

でゲ—メスト•ダライアス特集の 
「しめ」として、(ほんとかよ、才 

イ。)ダライアス•才のスケ 
ルトンパズルを解いて頂く運びと 

あいな〇ました。 
では、おもむろにマス目と語群 

を見較べてみよう。すこしでもス 
ケルトンをかじつたことがある人 

ならば、「…う〜ん…語群中の言葉 

が少ない…」と気付く八ズです。 

そのと〜り。確かに語群中の言葉 
のみでは、全てのマスを埋めるこ 

とはできません。(あ、まさかと思 
うけど「スケルトンパズルって項.」 

って人がいたら、6月号の僕のコ 
Iナ—を見て下さい。) 

では' 残った部分はど〜なって 
いるのかと申しまKU、これが全 

て「ダライアスの敵キャラさん達 
の名前(蠢ボス专3む)」で埋ま 

るよ〜にできているので^す！ 
(これが「ダライアスケルトン」 

なるタイトルの所以なのさっ) 
でも、全てのキャラクタ—が使 

われている訳じやないんだよね。 
どれが一^れていSZどれが使わ 

れていないかの判断は…何回か試 
行錯誤してからにして下さい。 

さてさて、マスが全部埋まった 

からといつて安心してはいけませ 
ん。最後に二重のワクの中の文字 

を抜キJ出して上手に並べかえてみ 
よIつ。すると、これまたダライア 

スに関係する、ある言葉がでてき 
ます。今回はその言葉を書いて、 

編集部の「あなたとそっと…ダラ 
イアスケルトン」係まで送ってね。 

(できたら' 解くのにかかった時 
間や、感想なんかも添えてくれる 

とウレシイです。) 
正解者の中から抽選で5人の人 

に、毎度おなじみの「何か」をお 
送〇ましす。 

今回はなんで、最後にも5 

I回要！！日をまとめると… 

「語群中の言葉+ダライアスの敵 
キヤラさんの名前でスケルトンパ 

ズルを解いて、二重のワクの中の 

文字iき出し、ダライアスに関 
係のある言葉を作って、それを書 

いて—部に送って下さい— (え 
〜いややこしい—)」 

と、なります。がんばってね。 
7月30□の消印まで有効だよ。 

出題•あかむら☆さき 

®月号の賞品当選者発表 
前々回のスケルトンにはバグが 

あgした。「周」の字の口の部分 

です。本当は、あそこに絵が入る 
八ズだつたんですよね。(僕iや 

んと指示したんですが、いつの間 

にか…)で、あそこに何が入るか 
悩んだ人もいると思います。ごめ 

んなさい。あそこは空いたままで 
いいんです。 

それでも、簡単だつたらしく、 
_部にのようにせ 

られました。(いままでの最古® 

僕としては、前々回のスケルトン 
は難易度よりも視覚的な方に力を 

入れたつもりでしたんで…(負け 

惜しみかぁ?) 

ま、とにか<賞0§901選者は次の 
方々です。 

(*示都)若松崇 
(富山県)今B彩男 

(東京都)中川^^ 

(青森県)i美紀子 
(神奈川県)荒木勝之 

以上の皆さんおめでと-つござい 
ます。逆に八ズレちやつた大勢の 

人。ゴメンなさい。また挑戦して 
ね。(皆さんの解答には全部目を通 

してるから安心してね。) 
じや、また来月。 

(赤斑) 
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米子ビデオゾーンの店長 

G◦□鈴木 

さすがに八イスコア掲載店 
だけあつて、Cの質問で②を 

答えた店は多いですね。 
「(長時間プレイを)ことわる 

のでしたらゲー厶センタ—を 
営業致しません」(米子ビデオ 

ゾ—ン)、「長時間プレイをし 
ても良いような店づくりをし 

なければいけないのです」(ゲ 
—厶センタ—ヤマト)、「死ぬ 

までやらせます」(ゲI厶スポ 
ツト大橋)と、プレイヤ—と 

しては拍手したくなる解答も 
いくつかありましたが、でも 

現実問題として、ゲ—厶セン 
夕—は商売でやっているもの。 

ボランティアではありません。 
「長時間プレイでこまってい 

るゲ—厶センタ—の気持ちを 

開発スタッフでわかってもら 
いたいです」(匿名)という声 

もありました。 

特に、個人経営の小さな店 
だと長時間プレイを露骨にき 

らう店はよくありますよね。 
今回のアンケ—卜の□の答え 

で「他のお客さんの迷惑だか 
らと言ってやめてもらう」等 

の答えがいくつか見られまし 
たが、正直に言わせてもら-っ 

と、問題転化としか私は思っ 
ていません。「迷惑」なのはあ 

くまでも店側であって、大抵 
のお客は、上手で終らないプ 

レーヤ—は仕方がないと思つ 

無意味で厶ダなプレイ時間は 
減るし、マニアが八イスコア 

(ノ—ミス)を出す為にお金 
をつぎ込むし…。 

もつとも、これはゲ—厶を 
作る側の問題で、オペレ—夕 

I側はどIつする事もできない 

のではありますが。 

エンドレスブレイヤ—は 
オペレI夕Iの敵? 
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iティニユ—プレイについて、 
iお店の側としてはど一つ考えて 

画いるか、八イスコア掲載店に 
iお願いして、アンケ—卜させ 

N111111ていただキJました。 
i もちろん、お店によって考 

■え方、対応の仕方は違ってい 
_ますが、まず大切なことは相 

_手の立場•考え方を正確に知 
圆ること。 

i という訳で、アンケ—卜の 
_結果を紹介しましよ-つ。 

i なお、アンケ—卜の構成は、 
■ GQ□鈴木が担当し、またプ 

1レイヤ—の立場からコメント 
1も入れさせていただきました。 

11111(敬称略) 

長時間プレィを続けてい 
る場合は、遠慮してもら 

ぅ。(2店) 
② 長時間1人でコンティーー 

ユーしてプレィして、ゲ 

丨ムを占領している場合 
でも何も言わない。(20 

店) 
③ 待つているお客さん•が居 

ない場合は、コンティニ 
ユーで遊んでいても、何 

令 
令 

令 
令 

元気?ちよっと顔色悪い 
んじやない? 

5月号のゲ—メストアイラ 
ンドで、京都府のペルシャが 

好キJ君が、プレイ中に電源を 
切られたと怒り嘆いていたけ 

ど、最近、同じよラな手紙が 
編集部によく来るんですね。 

電源は切られないまでも、 
Inインで1時間ほどプレイ 

していたら、店から出ていけ 
と言われたとか、プレイヤ— 

として、「なんで?」といラ 
現象が生じているよ-っなので 

す。 
そこで、ゲ—メスト編集部 

として、長時間プレイとコン 

Ainインクリアの長時間プ•： 
レイについて i 

① 終りのあるゲームについ ； 
ては、長時間かかっても ： 

最後までプレィさせる。 i 

(37店) j 

② ある一定時間がきたら止 ： 
めてもらぅ。(9苦) | 

巳コンティニユ—プレイにつ ： 

ぃて | 
①コンティニユーを使って .. 

7-1 
オペレ—夕I 

も言わない。(23店) 

C終りのないゲ—厶について 
① 1コィンプレィで本人の 

残機が残っていても、一 
定時間以上プレィしてい 

る場合はことわる。(6 

店) 

② 何時間かかってもよい。 

(28店) 

③ その他(12店) 

□長時間プレイをことわる時 

のことわり方 
E終りのないゲ—厶について 

オペレーターサィドはどぅ 
考えているか 

以上のアンケートは当誌の 

八イスコア掲載店、46店に答 

えていただいたもので、それ 

ぞれの数字はその番号を答え 
た店数です。 

ノ—ミスが， 
I番エライ 

まずAですが、やはりほと 

んどの店が①を答えてますね。 

終りのあるゲー厶はル—プゲ 

—厶に比べ、インカムの問題 

があまりないのは当然でしよ 
Iつ。 

でも終りのあるゲ—厶でも 

残機犠牲等の点稼ぎ問題があ 

ります。例えば、ダライアス 

は普通にクリアすればそんな 

に時間はかか〇ませんが、点 

稼’きをしてると1時間位かか 
ります。 

やはり、終りのあるゲ—厶 

は最後に残機ボ—ナスを設け 

るのが理想ではないでしよ一つ 
か。そIつすれば、八イスコア 

はノーミスが必須になるし、 
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ゲーム八ウス999店長 

本名(愛称等は不可) 

小野塚進店長 

迎です。プレイヤ—は先のス 
テ—ジを見たがる訳で周りの 

人も喜んでいます」(メリーポ 
ビンズ)というお店側の意見 

もありますが。 

でゲ—厶をしているなら、か 

まわない。でも、ただひたす 

らカウンタ—ストップを出す 
為だけに、何時間も苦しみな 

がらパタ—ン化した方法でゲ 
—厶をしているのなら、ゲー 

厶をしている意味がない。 
ゲI厶がループに入って、 

パタIン化してきてつまらな 
<なつてキJたら、そこでやめ 

るのもゲ—マ—としてのマナ 
—じやないでしよ-つか。20 

□□万だした人のほiつが、1 

□□□万の人よりもゲ—厶が 
iつまいなんて事はないのだか 

ら」(ゲ—厶八ウス999) 

実にもつともな意見ですよ 

ね。そ|ついえば、以前、編集 
部に、バブルボブル1000 

万いつた後、さらに数時間や 
つていたら店の人に止められ 

た、とい|つ投書が来てたけど、 
どつちが正しくて、どつちが 

間違つているか、みなさんわ 
かりますよね。ゲ—厶もいい 

けど、一般常識も身につけて 
ほしいものですね。 

結局、店がプレイヤ—に対 
して何をしてくれるか、だけ 

でな<、プレイヤ—が店に対 
して何がでさるかを考えてみ 

るべきでしよう。店とプレイ 

ヤ—の相互の理解があつて初 
めて、楽しいプレイができる 

のではないでしよIつか。 

I令！— 

お客さんに対しての差別にな 
つてしまいます。お客さんに 

ゲー厶をプレイさせてやつて 
いるのではなく、ゲ—厶をプ 

レイしてもらつているのです」 
(メリ—ポビンズ) 

同じよ5な意見が、プレイ 

スクェア•ウィル、ウィルト 
—ク小田原店、北海道のロン 

からも届いています。 
しかし、プレIヤIもこ5 

いつたお店側の好意に甘える 
のではなく、「混む時間は遠慮 

して下さい」(ロン)という事 
を自主的に気を付けるべきで 

しよIつ。 

まして「単なる点稼ぎや永 

久パタ—ンは絶対やらせない 
様にしています」(ゲI厶スポ 

ット大橋、その他多数のお店 
から同意見が届いています) 

は当然の事。 
コラコラそこの君、忍者< 

んの4面をI体何時間やつて 
るの? 

又、こんな意見ち。 
「ゲ—厶は楽しんでプレイし 

てほしい。1コインでもコン 

テイニュ—でも長時間楽しん 

告 
(氏名)は本ゲ—厶を 

月 日まで禁止する。 

大体1週間から0J週間 

このメモをテーブル機のガ 
ラスにはり出す。 

_これを行なつた理由は、当 
時長く遊べる機種が多く、| 

人でその中の一台を独占して 
しまうケースが目立ちました。 

他のプレイヤ—から苦情がか 

なり出てきたので、この八リ 
紙をある日突然出しました。 

初め、当人は不満でしたが、 
私も説明し、何よりも囲りの 

者から納得させられました。 
当時長時間プレイのゲ—厶が 

何台があつたため、「巳君の〇 
ゲ—厶が長い」とか「C君の 

は〇ゲ—厶だ」とか色々と.声 
が上がり、その中から数人の 

プレイヤ—が仲間の推選(?) 

により、八リ紙の対象に決ま 
りました。 

ているか、あるいは実力だか 
ら当然だ、と思つているはず 

です。 
むしろプレイヤーにとつて 

「迷惑」なのは、(はつきり言 
うと)たいして上手くない人 

がお金をつ'ぎ込んで、台をあ 
けない場合でしょIつ。(誰もが 

経験あるはず。) 
もつとも「コンテイニュ| 

での長時間プレイは、別に問 
題はありません。かえって歓 

他の客にはえてして迷惑な 
コンティニユ—の長時間プレ 

イも、インカムの点ではいい 

から、Bも②、③が多いです 
ね。やはりオペレータ—とプ 

レイヤ—の(色々な意味での) 
利害はI致しないよ|つですね。 

でもこんな5れしい事を言 
つてくれるお店もあります。 

「私も終りのないゲ—厶の長 
時間プレイには、ずいぶん頭 

を傷めております。当店でも 
飛翔鮫は日時間30分残機55と 

い|つプレーヤーが居ます。 
でも、1コインで何時間プ 

レイしても、ゲ—厶を辞めて 

<れとはI言も言いません。 
何故ならば、プレ—ヤーi 

客さんだし、そのゲ—厶に多 

額のお金を投入して得た結果 
かもしれません。かりに少額 

のお金で何時間もプレイでキJ 
る程、上達したのは、今まで 

の努力があつたからに違いな 
いと思います。 

それなのに、Inインで何 
時間もプレイするといつて辞 

めてもらつては、上手な人は 

敬遠、下手な人は歓迎では、 

気がついてみると、いつの 
間にか店内でシャべツている 

言葉に「コク」とい-つのが目 
立つていました。「□君はnク 

だ」「〇ゲ—厶のコクは俺だ」 
とか。私はなんのことか分り 

ませんでした。A君に聞いて、 
始めて「告」だと分りました。 

私は、「告」は「ツゲル」と 
読んでいたのです。 

半月もすると、自分の方か 
ら名乗り出て'「おじさん、僕、 

〇ゲ—厶で〇〇〇点もとった 

からコクにしてくれない?」 
とい5しまつ。当人は、「告」 

のゲ—厶は出きなくても、他 

のゲー厶は出きるし、それよ 
りも自分が話題の中心に入っ 

てゆくことを望んだものでは 
ないでしよ|つか。 

このこころみは3力月位で 
終ったよiつに思います。 

現在でも、この方式が無く 
なった訳ではなく、時々「"告" 

はないの?」など冗談を言っ 
てキJます。 

なるほど、"トツキョ"の店 

では、「告」が八イスコアラ| 
とい一っ印の訳。これも小野塚 

商店のようにスぺ—スも小さ 
く、プレイヤ—は近くの小学 

生から高校1年位までが中心 
の地域に密着したゲー厶セン 

夕—といIつ背景があればこそ 
だね。ナツトク。 

を上けたことについて、店と 
してそのプレイヤ—と共に喜 

んであげるべきである。 
•長時間とI言で言っても、 

何ごとも程度の問題であり、 

Inインで半日遊びっぱなし 
とい|つよ-つな事では、次の点 

で問題があるでしよう。 
①当人の体によくない②他 

のプレイヤ—たちがしびれを 
切らす(他人の迷惑になる)。 

③店として営業上、支障を来 
たす。 

♦長時間プレイのことわり方 
(私の店の場合で2〜3年前 

に行つた実例) 

やはD自主性が肝心 
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•HOW TO MAKE F 

製作工程の最後は f 
ちちろん印刷•製本 " 

©1 

k) 

㈣ 3 
ゃジ 

㈣ 
やく 

礞 
感 
讀 

卜 
へ。-ぐ ペイ 

WiZ 

&涵輿 
4 
やJT 

㈣ 
やジ 

# 
• 

X 

へり二' 

(知) 
ペ-ゞ 

曝) 

oa 

(各) 

さあ、原稿が上がったら……印 
刷?いやいや、慌てなさんな。 

まだまだだ上。 

基礎知識のABC 

まずは印刷方式を選ばなければ 
ならない。コピ—かオフセツトか、 

また、コピ—の場合、袋とじか中 
とじかを決めるのだ。そして、才 

フセツトか中とじの時は総べージ 
数が4の倍数、袋とじの時は同じ 

く0Jの倍数になるよ一つに、あらか 
じめ調整しておく必要がある。 

決められたぺ—ジ数分の原稿が 
揃ったら、次はノンブル打ちをし 

なければならない。えっ?ノン 
ブルって何かって?本の隅など 

に書いてあるべージ数のことだよ。 
混乱を避けるためにも、絶対に必 

要な作業のIつだ。ノンブルを入 
れなくてもいいべ—ジというのは 

表紙、表紙襄、裏表紙、裏表紙襄 
の4ぺ—ジぐらいだ(ということ 

は、ノンプルは「3」からとい5 
ヮヶね〇 

両面nピ—が|番だが… 

さて、いよいよ印刷にかかるわ 
けであ—るが、ここでは手軽で最 

もポピユラーな' コピ—'中とじ 
印刷について害いていこう。 

とりあえず、図1のよIつな組み 
合わせでnピ—をしてゆく。もち 

ろん本のサイズがA5のときはA 

4に' サイズが巳5の時は曰4の 
紙にコピ—するんだよ。但し、こ 

れからは左とじ(横書き)の時を 
想定して書いて行くので、右とじ 

(縦書ぎ)の時は左右が全て逆に 
なるので注意するよ|つに。総べ— 

ジ数を「X」として書いておくこ 
とにし^一つ。 

図1の様に、表紙、裏表紙の組 
み合わせから始めて、それぞれ2 

ぺージごとに飛び飛びにnピ—し 
て行キJ'図1の最後のよ5な組み 

合わせになつたところで' この作 
業は終り。次のステップにかかる 

こととなる。 
今度は、この印刷の中でI番面 

倒な両面コピ—なのだが、間違え 
ないよ1つに気をつけていこ一つ。先 

ほどの作業で出来たコピ—の1-面 
に図QJの様にコピ—をする。但し、 

コピ—機の形式によって、上下左 
右の関係が変わってくるので気を 

つけるよIつに。 
こ5してできた4ぺ—ジが1組 

になったものを「折」といい、表 
紙のある方から「1折、2折」と 

呼ぶのであ〜る(いかん、文体が 
「ウルトラアイ」している〇 

ホツチキスとnピ—檐は 
こ-つしてでキjた印刷も、普通の 

ホツチキスでは中とじにすること 
はでキjないので、中とじ用のホッ 

チキスが必要になるが、これは、 
「タテヨコホッチキス」などとい 

ろ名前で、文具店やD—丫ショッ 
プ(東急八ンズなど)で手に入れ 

ることができる。また、このよIつ 
なホッチキスも10号用(普段、よ 

く見かけるサイズ)よりも3号用 
(やや大きい)を使った方がいい 

だろ5。ホッチキスの針は3号だ 
と長すぎるので、35号がベストだ 

と思われる。 
色々と補足的な話をしようと思 

えば、キJりがないのだが、とりあ 
えずコピ—の事に関して言Iつと、 

両面nピ—のやりやすさから見る 

と、ゼロックスがI番良いのでは 
ないかと思われる。また、他のマ 

シンでも、キヤノンはベタが濃く 
出るなどの特徴があるので、用途 

によつて使いわけると良い。 
次回はフアンジンの販売等につ 

いて。 
(つづく) 

を店 
一る 

% 

ンて 
ナえ 

ク揃 
ツと 

バん 

ス 
メ 

I 

ゲ 

や 
ち 

▽ 
ク 

-ソ 
ブ 

泉 
書 

町 
保 

京神 
田 

東神 

堂 
文 

宝 
〇 

市通 
台央 

仙中 

東京t仙台間、といつて 

も現在のところ、東京•神田 
神保町と仙台•中央通りの2 

力所に' ゲーメストのバック 
ナンパ—をバッチリと揃えて 

くれている、素敵な書店さん 
があるので紹介しよ-つ。 

★書泉ブックマ—卜 
S千代田区神田神保町.一I21 

a (03) 29410011 

駿河台の交差点、すずらん 
通りの入口にある4階建ての 

大吉な本屋さんだから、すぐ 
分かるよ。雑誌売場は地下1 

階。近くにセガ初の力—ドシ 
ステ厶の店(八ィテクランド 

神田)があるよ。 
★宝文堂 

⑩仙台市中央2丁目4—6 

3(0222) 22—4181 

ゲ—厶センターが軒を並べ 

ている中央通りにあつて、こ 
のお店の雑誌担当の又村さん 

もゲ—厶大好き人間だよ。 
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荒根奧米青廣菊 
木岸成山木瀬池 
宏一洋秋進禎友 
知男輔男 司武 

❷タイトー提供ミツドナイトランデ 

ィングポスター&カタログ <5名〉 

翁 

く2〇壬 

❻ゲーメストおなじみ@生写 

真3枚1組く彳〇名〉 

_ 
❼ゲーメストアイランドオリジ 

ナルテレホンカード <5名〉 

❹アイレム提供マルチユースエア 

クッション&リストポーチく5名〉 

f ..、-…':,' 

GAMEST 
パツといこ5 

プレゼント 
プレゼント希望の人は 

7月30日までに、16ページにあ‘るとじ込 
みハガキに記入してポストに入れて下さ 
い。オット、切手をはるのを忘れないこ 
と。 
♦締め切り 7月30日の消印のあるハ 

ガキまで有効。 
♦当選者発表-ゲーメスト8月30日発売 

の丨0月号誌上にて発表。 

日下伸悟 

古川三生 
坂口卓也 

(東京都) 

(ガ) 

(") 
(神奈川県) 

(") 

(群馬県) 
(静岡県) 

(大阪府) 

(兵庫県) 
(福岡県) 

❾アミュ—ズビデオ提供 
ラビツト人形 <3名〉 

サィコソルジャ—攻略本&. 

アテナカタログ 

(青森県) 平信子 
(茨城県) 荒蒔浩一 

(//) 佐藤英郎 
(//) 村田宏文 

(千葉県) 粉名内I夫 
(埼玉県) 木村裕介 

(東京都) 青木信隆 

(静岡県) 大橋慶輔 
(//) 柏木礼二 

(宮崎県) 福永朋子 

ウォッチラジオ 

(新潟県) 福永幹彦 

(和歌山県)沢村貴司 

トツプシークレットTシヤツ 

ゲ—メスト㊃生写真 

(北海道) 丸藤望 
(//) 中上拓也 

(千葉県) 菅原友義 
(東京都) 古山栄I 

(静岡県) 村上浩晶 
(兵庫県) 真野以久子 

(鳥取県) 岸田秀樹 
(愛媛県) 浜田尚史 

(//) 宇高裕二 
(長崎県) 副島慶輝 

ワギヤンポスタ—&メガホン 

(石川県) 古川富士夫 
(奈良県) 吉村和雄 

(京都府) 福島道宣 
(広島県) 111戸雅弘 

(和歌山県)井谷慈 
※賞品は発送の都合上到着が 

2ヶ月以上遅れることがあり 

ます。御了承下さい。 

妖怪道中記テレホンカ—P 

(北海道) 

(か) 

(宮城県) 

(千葉県) 
(神奈川県) 

(y ) 
(静岡県) 

(愛知県) 
(大阪府) 

(宮崎県) 

5 

•C 

め 
0 

0 
0 

菊田朋彦 
河端智史 

鈴木俊彦 
関正吾 

太田進吾 
青島淳I 

望月篤 
藤沼義治 

萩森浩 
土持拓也 

表 
発 

者 
選 

当 
卜 

ン 

ゼ 
レ 

プ 
号 

月 
6 

妖怪道中記必勝本 

(北海道) 
(東京都) 

(こ 
(岐阜県) 

(福岡県) 

坂本光重 
石阪敏一 

中村靖行 
高橋克典 

舟木和洋 

ゲ—メストアイランド 
オリジナルテレホンカ—ビ 

(東京都) 

(群馬県) 
(静岡県) 

(が) 

(滋賀県) 

岡田知浩 
若井洋光 

大沢和宏 
大石敬彦 

野村久将 
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札幌そご5内ゲームスポット 

^iLmSSSgt^ 一瞬数字が目に飛び込んでくる。ダライアス、アウトラ 
£5 ン•なんだ/この数字は？負けた。でも次こそは…。 

ゲ-ムがある限り熱烈な聞いが続く。 

/Iイスコ只グ 

北海道札幌市中央区北5条西2-10(011)213-2565 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン(UP) 4 44" 18 AMM-つきだて 車イージー 
ブレーキ未使用 

2 マスタッシユポーイ 672,150 AMM-つきだて 2回めのPLAY 
21めん 

3 飛翔鮫 4,382,740 りょ於ん連合 エリア766 

4 □-リングサンダー 508,840 T^SHIGE 10面クリア 

5 サイドアー厶ズ 2,738,000 八木橋睪奈芽 

6 ダブルドラゴン 70,480 SVG. GMU 4面 

7 サンダーセプターII 474,640 AMM-えびな マスター 

8 沙羅曼蛇 3,691,900 AMM-田中 最高ランク5人 
6-2 

9 アルカノイド 1,105,680 古田敦 全面 

10 妖怪道中記 4面 吉田明弘 1コイン 

ウイルトークタイトー函館店 
北海道函館市若松町21-14 0(0138)23-3718 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス 4,627,420 伝説の男 ZONE W 
RANK B 

2 ダライアス 6,133,450 伝説の男 ZONE Y 
RANK B 

3 飛翔鮫 2,868,760 ZAP エリア483 
RANK A 

4 忍者くん阿修羅ノ章 し047,630 はたちゆ 1 COIN 16面 

5 WECル•マン24 LAP604.8 Aしし RANK6#スタート 

6 サイコソルジャー 1,755,000 YAS 1 COIN ALL 

7 ラスタンサーガ 760,200 YSK 1 COIN AしL 

8 パ':a-ダト^rr廣 1,549,900 KGB 1 COIN 5檐 

9 妖怪道中記 1 COIN 5面 YAS ノーマル 

10 ダンクショット 9面 AS0 ノーマル 

ゲームコーナ_ ロン 
北海道札幌市北区新琴似12条11丁目卜5 0(011)761-6172 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 y\ > y 
オン（アフリカ） 306" 14 オヤジ ゴール 

2 スーハ。ーハングオ 
ン（アジア） 528,4丨 オヤジ ゴール 

3 ダブルドラゴン 71,100 エリア>Kアリ 2コイン 
全面クリア 

4 エイリアンシンドローム 1,169,000 佐藤昌信 .13面 

5 忍者くん阿修羅ノ章 656,540 小泉 16面 

6 飛翔鲛 1,196,560 りょうざん連合 197エリア 

7 コンバッhスクール 106,160 館山 7面格闘 

8 妖怪道中記 全面クリア 吉田明広 2コイン天界 

9 [>■リングサンダー 350,800 平岡 10面 

10 デンジャーゾーン 5,700 CBR 1面 

瓤路キヤロツト八ウス 
北海道釧路市鳥取大通り5丁目4番3号0(0154)53-2486 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 人間界 M.Y0K0 3コイン 

2 ワンダーモモ 292,700 音無響子 4-4 

3 □-リングサンダー 485,400 マダムヤン 全面クリア 

4 サイコソルジ 1,885,450 ABC 全面クリア 

5 怒号層圈 173,950 T.S 3面 

6 アレックスキッド 129,000 グインサ-ガII 

7 アテナ 9,887,400 ァ计の恋人 

8 ‘ サンダーセプターII 194,900 マダムヤン 3面 

9 沙羅曼蛇 2,094,800 ABC 

10 ラッシュアンドクラッ 
シュ 525,300 マリオ 

弘前八イロー ザスペースランドプレイシティキャロット琴似店 
裔森県弘前市上手町15 0(0172)33-6584 ☆☆ 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ワンダーモモ 343,300 FIRE BURST 全面クリア 

2 エイリアンシンドローム 1,917,100 悶々太郎 3周目4面 

3 アウトラン Bee くん 4 45 59 
Bコース 

4 妖怪道中記 PSIPHAR 畜生界2コイン 
天界3 COIN 

5 コンバットスクール 98,690 DIAS 

6 飛翔鮫 7,283,350 西村住晃 

7 □-リングサンダー 492,040 Lip Tick 全面クリア 

8 ラスタンサーガ 774,400 Lip Tick 6面 

9 ダブルドラゴン 71,830 たくんど達 2プレイ 

10 忍者くん阿修羅ノ章 573,190 SOL川 17面 

ダイエーレジヤーランド十和田店 
青森県十和田市東一翻17-27とうて:冷ーミナルビル2階0(0176)24-0011 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ラスタンサーガ 最終面クリア SAIMK2SRMAT 
ちやん 1コイン 

2 ダライアスZ 5,027,840 MARSHAし 
ASH レベル最高 

3 ダライアスV 4,643,270 MARSHAし 
ASH // 

4 ダライアスX 5,349,610 MARSHAし 
ASH // 

5 ダライアスY 5,756,570 MARSHAし 
ASH // 

6 ダライアス2PX 5,828,430 やぶ;imsH // 

7 ダライアス2PY 5,815,190 ASH & DEBU // 

8 アウトラン 4'47.18 ARY dコース 

9 ダライアス2PZ 5,734,420 ダーテイべ 
ア& ASH レベル最高 

10 ダライアス2PV 5,390,020 やぶ;比& ASH // 

プレイシティキャロット八戸店 
裔森県八戸市六日町33 0(0178)44-4645 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 
1 エイリアンシンド□-厶 1,738,400 赤坂まもる 3周目4面 

2 スー■パーハングオン ?’08”27 赤坂まもる BEGINNER 

3 スーパーハングオン 5’10”89 赤坂まもる JUNIOR 

4 スーパーハングオン 7’26”99 赤坂まもる SENIOR 

5 スーパーハングオン 948”06 赤坂まもる EXPERT 

6 エクスタミネ-ション 1,941,510 SMRあっし.K オールクリア 

7 臥竜列伝 2,403,610 MIN 2周目3面•張飛 

8 飛翔鮫 3,706,690 ヤ厶チヤ R577 

9 マスタッシユボーイ 1,477,370 赤坂まもる R35 

10 サンダーセプターII 481,730 丄わしま 6面 

北海道札幌市西区琴似2条2丁目琴似グリーンビル0(011)621-1110 ☆ 
GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 (ヴ-ド） 4.41 "90 AMM-中川剛 ゴールイン 

2 アウトラン 
(デイスバレー） 4'41"12 AMM-中川剛 ゴールイン 

3 アウトラン 
(ストーンヒル） 4’40 68 AMM-中川剛 ゴールイン 

4 アウトラン 
(デュアルウェイ） 4.41 "31 AMM-中川剛 ゴールイン 

5 アウトラン 
(レイクサイド） 443.87 AMM-中川剛 ゴールイン 

6 スーパーノ Vォノ (ビ 
ギナー） 2’52’’01 A-幕田貴宏 ゴールイン 

7 スーパーハングオン 
(ジュニァ） 501 "47 A-幕田貴宏 ゴールイン 

8 ス：パ-• レ(シ 
705"88 AMM-SET ゴールイン 

9 スーパーノ Wオン(エ 
キスパート） 921 "06 LAP-BMXER 

10 エクスタミネーシヨン 4,520,090 HYPER-紅尾 1コインR-8 

ゲームポイントフリーウェイ 
北海道札幌市西区富丘2条2丁目2-12 0(011)683-4747 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 エイ1;^ンシンドロー 
厶 595,800 森局弘二 R-6 

2 忍者くん阿修羅ノ章 852,510 J.K 17面 

3 アウトラン 4'48"03 AMM-ESS Cコース 

4 グラディウス 3,000,300 AMM-AK0 7-3 

5 ダブルドラゴン 27,500 FW-NG 3面1コイン 

6 パーフェクトビ 
リヤード 177,600 平田悦洋 15面丨コイン 

7 華弥生 三十七文 ̂ 森由美 

8 花合わせ 百六十文 0.T 

9 お雀子館 . 70,000 菅原氏 

10 お雀子館2番館 76,000 徳保氏 

ハイテクセガ平岸☆☆ 
北海道札幌市蜃平区平岸3条13-1-2 0(011)812-2281 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトランDX 441 "90 AMM-中川 Cコース 
80秒イージー 

2 ァウトランNEW 4'43"06 LAP-BMXER Dコース 
80秒イージー 

3 
スーノ ノ、ングオ 
ンビギナー 2,4405 LAP-BMXER ライドオンタイブ 

50秒イージー 
4 スーノ、。ーノ、ングオ 
ンエキスノヽ°一卜 84040 LAP-BMXER ライドオンタイブ 

50秒イージー 
5 SDI(2Ph~ タル） 20,873,940 LAP-BMXER 

しAP-BAM 
全面クが4機ス 
タートエブリー有 

6 エイ1;7^ンシンドロー 
ム（IP) 1,869,100 LAP-汗っかき RI7イージー 

7 ダンクショット 10面M8 : 1 しAP-HRC 
(旧名 V.F.R) タィム1分イージー 

8 ェ汗ューロレーサー 3‘58'99 LAP-BMXER 65秒ィー，ジー 

9 スペースハリアー 44,827,160 LAP-ZENTAC 1コィン6機 

10 ワンダーモモ 249,600 LAP-BAM 1コイン4-3 

プレイシティキャロット旭川店 
北海道旭川市三条通15丁目左1号銀座センタービル2F 0(0166)23-3245 

GAME HI-SC0RE NAME .備 考 

1 コンバットスクール 1 19,970 .WHIM-NMC 6面 

2 ダブルドラゴン ELPE0-PLE 2コインクリア 

3 妖怪道中記 AKI 2コイン天界 

4 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 AKI 17面 

5 臥竜列伝 1,066,290 SAT0RU 長安 

6 エクスタミネーシヨン 1,554,940 AKI 1コイン8面 

7 魂斗羅 2,019,200 ELPEO-PLE 1コイン 
9面クリア 

8 飛翔鮫 1,147,660 FUZ 

9 サイコソルジャー 1,827,900 AKI 全面クリア 

10 ワンダーモモ 314,200 AKI 全面クリア 

ナムコチビツ子ひろば 
北海道苫小牧市表町6-4-3苫小牧ステーションピル0(0144)36-8603 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 コンバットスクール 74,100 UPL(池内）. STEP 6 

2 沙羅曼蛇 2,283,800 長沢 3-5 

3 忍者くん阿修羅ノ章 5,475,960 UPL (池内） 14面 

4 XXミッション 1,899,500 T^SHIGE 1コイン 

5 サンダーセプターII 425,120 T^SHIGE 6面 

6 バルトリック 366,210 T^SHIGE 4面の最後 

7 ダブルドラゴン 26,300 CX 2面 

8 妖怪道中記 裁きの谷 CX 1コイン4面 

9 妖怪道中記 天界 T^SHIGE ねインでグJア 

10 スーパーQIX 386,520 CX 8面PERFECT 
2回 

コミュニティスペースNTK 
北海道恵庭市漁町13 0(0123)33-2871 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス（IP) ’ 5,846,580 木内達夫’ 
旧ノゞージョン•ノー 
マルXゾーン 

2 WECル•マン24 598.5 AMMつきだて ミニスピンタィプ 

3 スーパーハングオン 7'18.81 AMM-SET シニアコース 

• 4 アウトラン 445"06 AMM-中川剛 ノ——マノレ 
ストーンヒル 

5 コンハ*ットスクール 
(IP) 93,150 AMM-SET 6面 

6 忍者くん阿修羅ノ章 964,200 角本正樹 17面 

7 エクスタミネーシヨン 1,316,340 坂井修 8面 

8 妖怪道中記 天界 池田浩二(北大) 2コイン 

9 SDI(2P) 67,840 たかなお十誠 6面 

10 飛翔鮫 1,583,920 AVG MANA(fi) 3周 一5面 
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ゲームコーナーロム 
宮城県仙台市向山2-2-17 0(0昍)279-3775 

GAME HI-6C0RE NAME 備 考 

1 忍者くん阿修羅ノ章 SCENE 30 T. OPATA ハードランク 
1コイン 

2 エイ1XPンシンドロー 
ム（IP) 1,649,600 NATURAL-おみ 3-4 4人設定 

3 エイ1;77ンシンドロー 
ム（2P) 2,111,000 

NATURAL 
一おみ&TON 

4-1 
3-7 

4 ^1圣道中j己 餓鬼界 
GOD 
from PC巣鴨 旧バージョン 

5 メジャーリーグ 
(1コィン） 1,191,600 色川 27対0 

6 飛翔鮫 10,000,000+a 
NATURAL 
-a.ZMILF 999エリア以上 

7 カルノフ 999,999 RYUa(Mars) 
NATURAL-おみ ALLクリア 

8 サイドァー厶ズ(ip) 3,946,500 NATURAL-TON 永久パターンなし 
ALLクリア 

9 アノレカノイド 
(旧バージヨン） 1,138,800 あらほ ハードランク 

ALLクリア 

10 バブルボブル(2P) 8,571,370 
NATURAL 
-おみ&ゆう 

ALLクリア 
パワーアップ使用 

ゲームセンタータイUヨウ☆ 
宮城県角田市角田字牛館6 0(0224)62-1384 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 沙羅曼蛇 3,179,400 S-C- M(SVC) 5周目の1面 

2 サイド•アームズ 2,077,700 KAPPOW(SGM) 最終面クリア 

3 ラスタンサーガ 375,200 MMI(SVC) 4面 

4 飛翔鮫 7,829,720 SIR (SVC) エリア999 +a 

5 ファンタジーゾーン 11,673,400 荒 
木田師匠 3周目の4面 

6 妖怪道中記 幽海 IQ, PSI 3面 

7 スー/ くーノヾブルポ 
ブル（2P) 7,542,900 

KIP & KAPP 
OW(SGM) 100面クリアー 

8 カルノフ 999,999 
KOO from HIT 
(SVC) 9面 

9 バブルボブル(ip) 7,967,390 KAPPOW(SGM) ZAP 2回97面 

10 アルゴスの戦士 6,272,250 吉田連合荒 木田師匠 最終面クリア 

ゲームイン青森 
青森県育森市新町1-8-10 0(0177)34-3737 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 25,767,580 MRA 
設定45秒 
ビギナーコース 

2 アウトラン 4’5700 福士知孝 cコース 

3 飛翔鮫 8,206,200 三上真悟 エリア999以上 

4 SDI 67,840 SIN.MK.II 機数3機 

5 エイリアンシンドローム 968,000 S.T 

6 ブロックギャル 91,030 BVD 

7 トップ'>-クレット 123,540 佐藤英美 

8 サイ！]ソノレジヤー 531,000 SIN.MKII 

9 怒号層圈 393,800 or 

10 カルノフ 875,900 MaD.DoG 

うすい百貨店『ナムコスかrランド』 
福島県郡山市中町13-1 0(0249)32-0001 

GAME hi-score NAME 備 考 

1 飛翔鮫 1,444,390 WW-AXY AREA 197 

2 アテナ 990,500 WW-SDY 1 COIN 
最終面クリア 

3 妖怪道中記 地獄界到達 WW-AXY 継続有5面クリア 

4 妖怪道中記 畜生界到達 WW-AXY 継続有5面グび 

5 グロブダー 1面〜32面 WW-AXY 1 COIN 

6 サンダーセプターII 473,890 JUN 6面 

7 トイポップ(2P) 185,880 WW-AXY&SPN 共に丨COIN 
44面クリアCP 

8 バブルボブル(1P) 9,999,990 WW-AXY 1 COINパスワー- 
ド 無 ZAPX5 

9 サイドアームズ(IP) 2,715,100 WW-SDY 1 COIN 晒 

10 エイ1/Tンシンドロー 
厶（IP) 1,056,300 WW-AXY 1 COIN 7面 

プレイランドファンタジー 
宮城県仙台市中央卜7-6西原ビル0(0没)261-6911 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 
スーパーハングオン 
(BEGINNA) 301 "61 

RYUZI 
(MARS) 

2 
スーパーハングオン 
(JUNIOR) 523.42 _RAL■おみ 

3 
スーパーハングオン 
(SENIOR) 728.30 

RYUZI 
(MARS) 

4 
スーパーハングオン 
(EXPERT) ステージ18 

Tag 
(MARS) 

5 
エイリアン 
シンドロー厶 3,000,000 

KW 
(SPREAM) 5-4 

6 SDI 137,050 
RYUZI 

(MARS) 8面 

7 魔境戦士 762,500 
BEE 
(SPREAM) 9面クリア 

8 トンプシ-ルット 2,308,000 AFS (古川） 全面クリア 

9 忍者君阿修羅の章 1,642,640 NATURAしゆう R30 

10 サイコソルジャー 1,842,300 VIEGLE-NIA 全面クリア 

ファミリーランドアルパ 
岩手県大船渡市盛町字町8-16 0(0192)27-5143 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 バブルボブル 9,999,990 干葉のり彦 ZAP 5回 

2 カルノフ 846,810 ESP-KK 全面クリア 

3 沙羅曼蛇 3,332,900 IDA 3 5周6面 

4 アルカノイド 1,111,460 アルが^K大 all 

5 アルゴスの戦士 2,252,360 ESP-KK 22面 

6 飛翔鲛 1,108,380 ESP-KK 283エリア 

7 メジャーリーグ 719,950 KID 2試合 

8 スペースハリアー 20,274,940 0PA-0PA 丨7面 

9 ハングオン 36,044,940 SPA出羽 

10 沙羅曼蛇2P 1,711,900 I0A3+SPA 3周3面 

ダイエーDLL郡山店☆☆☆☆ ブレイシティキャロット仙台店玆☆秋田キャロット八ウス 
福島県郡山市大町1丁目4-5 0(0249)34-2121(内)271 宮城県仙台市中央1-2-3第1ビル2階_»(022)没3-8382 _秋田県秋田市中通〗-4-5古沢ビル0(0188)32-2868 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ワンダーモモ 320,600 KAY 全面クリア 

2 CHリングサンダー 760,360 VIEG しE — 
HARUKA 全面クリア 

3 スーパーQIX 493,510 VIEG しE — 
志賀真理子り 12面 

4 サイコソルジャー 678,550 VIEG しE — 
EVE 6面 

5 マスタッシユポーイ 1,159,930 VIEGLE— 
志賀真理子O 18面 

6 エイリアンシンド□-ム 1,231,200 VIEGLE — 
KEI 2周目6面 

7 ラスタンサーガ 全面クリア こんだ 1コイン 

8 エクスタミネーシヨン 1,958,050 こんだ 8面 

9 忍者〈ん阿修羅ノ章 SCENE30 N.NITTA 1コイン 

10 臥竜列伝 954,430 N.NITTA 7面張飛 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 9'44"78 Tag (Mars) エキスパート 

2 スーパーハングオン 728.98 TOM シニア 

3 スーパーハングオン 524.65 NATURAしおみ ジュニア 

4 SDI 173,420 F.Z 9面3機設定 

5 ダブルドラゴン(IP) 125,940 SPREAM - 
P.V 最終面クリア 

6 
エイ1XPンシンドロー 
ム（IP) 

9,304,000 SPREAM - 
K.W 17周目5面 

7 忍者くん阿修羅の章 SCENE3I 
SPREAM — 

BEE 1 COINクリア 

8 臥竜列伝（IP) J0,000,000+a 
SPREAM - 

P.V 5周5面張飛 

9 エクスタミネーシヨン 
(IP) 最終面 SPREAM — 

K.W 1 COINクリア 

10 サイコソルジャー 1,916,300 SPREAM - 
K.W 

全面クリア 
ノー■エブリ 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スー—/ヽングオン 25268 SPREAM-S0L イーP-、アフリカ 

2 スーパーハングオン 5'16.62 HTL-刊^よ イージー'アジア 

3 コンバットスクール(IP) 118,300 拝天狗 ノーマル、7面 

4 妖怪道中記 地獄界到達 SPREAM-PAL 1コイン 

5 SDI( IP) 255,950 HTL-DAL 3機、II面OF 

6 SDI(2P) 485,380 
GOD(闘神）& 
SOL 3機'9面OF 

7 忍者くん阿修羅ノ章 30面 AIR NEX.TS. 1コイン 

8 ワ—UKウォーズ⑽ 232,380 DO M2 4面ハード 

9 サイコソルジャー(IP) 614,900 AIRNEXDYE ハーデスト最終面 

10 アウトラン(デスパK) 4'37"90 HTL-22万円 イージrr 

筑波学國キヤロット八ウス 
茨城県新治郡桜村天久保1-5-3 »(0298)51-7581 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 コンバットスクール 73,750 H.B イートステップ6 

2 ダブルドラゴン 79,700 FIN & YUI 2機設定1人プレー 

3 エイリアンシンドローム 1,441,500 WIZARD-WIN ノーマル 

4 エクスタミネーシヨン 1,396,700 MAGICAL-MSA イージーR-8 

5 飛翔鮫 1,809,200 MAGICAL-MSA エリア288 

6 ワンダーモモ 182,100 FANTASY-HI 3-4 

7 臥竜列伝 479,730 MAGICAL-MSA R-5張飛 

8 サイコソルジャー 542,650 H.B R 6 

9 スターウォーズ 1,128,043 FIN & YUI WAVE8 

10 ぺーパーポーイ 106,735 TEN イージー 

アビニョン 
宮城県登米郡迫町佐沼字錦〗74 a(0220)22-3221 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 CHリングサンダー 375,520 こんたく 8面て势ホ"Oi 
わ一”っと死んだ 

2 ザィンドス1トナ 1,218,800 あべくん ポーナスなしで涙 
のクリア 

3 A S 0 2,352,700 A*G*Bまさゆき 又、〇ろじよんぜ 
んめんくりあ 

4 忍者くん阿修羅ノ章 3,421,820 A.G.Bゆう 
途中でちよWせい 
で14面までだよ〜ん 

5 アルカノイド 1,099,010 A-G> Bま撕 
もちろんALじでラス 
卜2機 

6 沙羅曼蛇 3,107,400 
ニュースター 
すがわら 

まさゆき破って5— 
2まで 

7 スーパーノ くブルボブル 6,945,720 かまだ&ま抑き 最悪コンビでも真 
のエンデイング 

8 妖怪道中記 天界 パ供 
1珩ンてワWヤー 
ごと天界で成仏/ 

9 バミューダトライアングル 1,945,040 A.G Bまさゆき 4面力ちラ;^ 1機 
で 

10 フアイナライザー 2,823,300 A.G.Bゆう ランク最高の20円 
コーナー 

八イテクソーンセガ山形店☆☆ 
山形県山形市七日町2丁目1-8 0(0236)23-0080 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 2,5「85 SPREAM-SH0T アフリカ 

2 スーパーハングオン 5,0广32 後藤哲也 アジア 

3 スーパーハングオン 7,10.57 J.H アメリカ 

4 スーパーハングオン 925,52 SPREAM-SHOT ヨー□ツパ 

5 SDI( IP) 6,539,680 
SPREAM- 
BOMB 

3機設定ノーエブ 

6 SDI(2P) 9,826,180 S-SHOT & 
S-BOMB 

3機設定ノーエブ 

7 エイリアンシンドローム 1,239,400 AM卜太田 1コイン2-6 

8 妖怪道中記 天界 J.H 3コイン 

9 サイコソルジャー 684,850 田宮史郎 1コイン6面 

10 アウトラン 447,78 SPREAM-SH0T デュア奶エイ 

ゲームランド小山 
栃木県小山市中央町3-6 0(0285)23-0908 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン 
VINE YARD 4'47"09 MIC-Y.TCY EASY 

2 アウトラン 
DEATH VALLEY 4'43"71 Xray-鈴木仁氏 // 

3 アウトラン 
STONE HILL 4'43'65 Xray琳んじ // 

4 アウトラン 
DUAL WAY 446" 18 MIC-Y.TCY // 

5 アウトラン 
LAKE SIDE 446.65 

お一いお茶.グ 
斉藤さん // 

6 飛翔鮫 2,265,080 Xray獅从 // 

7 サイコソルジャー 1,760,500 REMおおさん ランク1 

8 エイリアンシンドローム 716,500 お一いお茶.グ 
WEC NORMAL 

9 SDI 68,320 
お一いお茶.グ 
THEWEC EASY 

10 スペースハリアー 31,250,990 AMA HARD 

ヒノデべガス 
宮城県仙台市中央1-10-23日乃出興業ビル3階〇(0卩22)84-0570 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1； アウトラン 442"28 AHA Cコース 

2 アウトラン 4.43’2丨 まるじ Bコース 

3 アウトラン 444,34 IZ(SFC) Eコース 

4 妖怪道中記 輪回界 RIO. C.M.F.C 1コイン 

5 SDI 170,730 OBA 1コイン10面 

6 エイリデンシンドローム 1,361,800 D.P 2周目6面 

7 ティードオフ N22-10 まるじ 1コインクリアー 

8 パ-フェ外ピリヤ-ド 56,200 6211337 1コイン 

9 ダンクショット 9回戦クリアー まるじ 1コイン 

10 アルカノイド 1,240,110 A.N 1コインクリア 

Sビツト 
山形県鶴岡市本町1丁目8-29 0(0235)84-8501 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 
スーパーハングオン 
Beginner 21,839,420 NSR 3'1 \"\ 1 

2 ダライアス 5,986,990 茂木博一 
Rank-Bf Y-Zone 
3機 

3 WECル•マン24 551,560 NSR ミニスピンタイプ 

4 飛翔鮫 7,463,300 ヒサピー A-999 

5 ファンタジーゾーン 10,730,600 咖七ブぺポー Medium, R-!フ 

6 .バブル•ボブル(IP) 6,281,670 マコリン Rank-D, Clear 

7 沙羅曼蛇 2,588,900 実ちゃんT0HRU R ： 4 - 2 

8 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 げん S : 13-A 

9 XXミッション 9,999,990 
Y AS君とけ)力ん、 
な仲間たち 

10 カルノフ 999,999 炎上児 
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備考 

ゲーム 

センター 

名前 

住所 電話 

月 日 

証人 
(お店の店長さん） 

キリトリ線 



東京都千代田区内神田1一15 — 15 

柴田ビル 

I株式会社新声社 

i君こそ上^行 
F 

(ふりがな） 

お名前 年齢 

性別 

( )才 

(男•女） 

ご住所〒□□□•□口電話（ ) 

①小学（ ）年②中学（ ）年 

③高校（ ）年④大学（ ）年 

⑤社会人 ⑥その他 ) 

Nq8 C87 5月号) No7 (’87 4月号） 

• No. 5は 
完売しました。 

NQlO C87 7月号) 

籲創刊号は 
完売しました。 

NQ6 (’87 3月号） 

•No. 4は 
完売しました。 

Nq9 C87 6月号） 



君3そゲーメスト/ 

SPREAM巳EE社長(宮城） CRS.RAN薫、A0I美寒、麗夢丫 URI(倚玉) 

EXCHANGER(東京） ECM-ZENJI(神奈川） 
ECL-AO 丫 (神奈川） 巳FMSSIM(愛知） 
⑩（兵庫） AF-プロジェクトA子(埼玉)⑯ 
S.S (東京)⑯ 

CRAMP-巳〇丫 (東京） HTL-Y.N(東京） GO□(東京） 
□GM(熊本） KER (熊本） C.M (熊本） 

⑩コンバツトスクール 

L 270,350 1= GMC•ぜっとぶい（東京) 

❿忍者くん阿修羅の章(全31面クIIア） 

_臥竜列伝10,000,0的+a達成者 

SP 闩 EAM-P.V(宮城） UNI (AHA)(山梨） 
AMI (愛知） 前田(鳥取） 

| 1P 12,512,760 HTL-JUMP-T2(お茶2号）（富山)⑩ 
1 2P 29，134.310 HTLうイノりレHTL-ツエペリ（東京） 

⑩タブルドラゴン(クリア必須) 

0 416,540 「 HTL-バイオX(東京)⑱ 

•妖怪道中記(1コイン天界ク！Jア者） 

Vゾーン 5,502,610 HTL-金属バット丫. N(倚玉)⑯ 
Wゾーン 5,448,540 HTL-金属バット丫.N(倚玉)⑱ 
Xゾーン 6,155.040 HTL-金属バット丫. N(倚玉)⑱ 
丫ゾーン 6,739.860 HTL-金属バット丫. N(倚玉)⑱ 
Zゾーン 7,506,790 ECM-ZENJI (神奈川)⑩ 

アフリカ（ビギナー） 2,50,00 山下茂樹(東京)⑩ 
アジア（ジュニア） 50V32 後藤哲也(山形） 
アメリカ（シニア） 7 05,88 AMM-SET(北海道） 
ヨーロッパ(エキスパート） 9153 SPREAM-SHOT(山形)磨 

籲ダライアス(3機^EVERYなし)クリア必須 

•スーパー八ンクオン(ライドオンタイプ) 

アフリカ（ビギナー） 2'44" 05 LAP-巳MXER(北海道） 
アジア（ジュニア） 4,50,41 FPS-RC(埼玉)⑱ 
アメリカ（シニア） 6 57" 25 FPS-RC(埼玉)® 

ヨーロッパ(エキスパート） 8,40" 40 LAP-巳MXER(北海道） 

•スーパー八ンクオン(ミニライドオンタイプ) 

籲エイリアンシンドローム10,000,000+ひ達成者 

AF-プロジェクトA子(倚玉） SPREAM-REI (東京） 
ILG-K.M(神奈川) TAG(KCH)(宮崎） 

(注)⑱は個人から葉書などで申請されたもの。 

籲SDI (EVERY なし) 

1 P 6,539,680 SPREAM-巳OM巳(山形） 
2P 9.826,180 SPREAM-SHOT SPREAM-B0MB(山形） 

•SDI (EVERY50,000) 

二荒キヤロツト八ウス☆ 
栃木県宇都宮市二荒町9-4渋田ピル0(0286)34-0611 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス（V) 4,825,170 
モンキーボ 
ンバーズ ㈡織沙 

2 ダライアス（Y) 6,746,650 
モンキーボ 
ンバ—ズ® 

// 

3 ダライアス（Z) 6,254,450 
モンキーボ 
ンバーズ@ // 

4 妖怪道中記 天界到達 モンキ—小 
ンパーズ# 2コイン天界 

5 源平討魔伝 旧インクリア モンキーポ ンノ くーズ 
ランク最強、永久パ 
ターンがある為 

6 マスタッシユボーイ 465,900 
モンキーボ 
ンバーズ(g) R 10 

7 サイコソルジャー 1,802,900 平野昌史 最終面クリア 

8 ラスタンサーガ 1コイン 
最終面クリア GHQ室井 永久パターン 

がある為 

9 飛翔鮫 10,000,000+Qf モンキーボン バーズ宇塚 エリア999 +a 

10 エクスタミネーシヨン 2,735,790 
モンキーボン 
バーズNOB 最終面クリア 

びでおいんSAKA^ 
埼玉県j11越市新富町〗-18-7 »(0492)24-9869 

GAME •HI-SC0RE NAME 備 考 

1 エイリアンシンK□-ム 10,000,000+a 
AF- 
プロジェクトA子 

RD92(I4-I)で達舶時 
間45分所要•残3 

2 妖怪道中記 天界 
AF- 
ブロジェ外A子 2コイン/-マル 

3 妖怪道中記 地獄 
AF- 
プロジェ外A子 |コインノーマル 

4 飛翔鮫 10,000,000 + a 
AF- 
プロジェ外A子 

最高ランク5«設 
定エリア999以上 

5 飛翔鮫 3,472,050 
戦閼狂AUS 
J0NA 

ノーマル、5機言5定 
エリア539 

6 ラスタンサーガ 2,594,300 
AF- 
プロジェクトA子 

ノー ミス全面クリア 
ノーマル 

7 ダンクシヨット 122 : 115 
AF- 
プロジxクトA子 

1獻合目ク;77—脒 
ジズチャンピオン 

8 沙羅曼蛇 3,401,900 
戦闘狂AUS 
J0NA 

ノーマル丨コイン 
5-2 

9 □-リングサンダーNV 404,300 
AF- 
プロジx外A子 

ノーマル 
RDI0 

10 ファンタジーゾーン 17,926,000 ベルサイユ•マスジ 外国版ノーマル 4-2 

amusement MARY POPPINS^ 

埼玉県飯能市緑町15-12 0(04297)4-3132 _ 
GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアスV 5,197,550 CRS-RANH 通常.ターボ• 3 

2 ダライアスW 4,798,140 CRS.RANJI // 

3 ダライアスX 5,810,940 CRS.RANH // 

4 ダライアスY 6,405,340 CRS.RAN薫 // 

5 ダライアスZ 5,857,380 CRS.RAN薫 // 

6 忍者くん阿修羅ノ章 全SCENE3Iクリア CRS.RAN1(3名） 
A0I美琴.レムYURI 1コイン 

7 ダブルドラゴン 96,040 CRS* A0I 薫 
l=K>l P•全ミブ4 
ンクリア 

8 エイリアンシンドローム 4,727,600 CRS.A0I 美琴 ラウンド57 

9 魔境戦士 1,011,700 CRS.RAN薫 全ステージグ;7^.[ 
コイン 

10 サイキック5 12,511,970 CRS •麗夢YURI SCENE8クリア 

アメリカンクラブみずぼ台店 
埼玉県富士見市東みずほ台1-1-8 0(0492)52-4089 _ 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 忍者〈ん阿修羅ノ章 596,800 上石治郎 18面 

2 キット•のホレホレ大作戦 413,900 西川義徳 

3 ダンクショット 116-1 16 .萩元達也 9回戦 

4 飛翔鮫 2,253,060 沢登研児 

5 妖怪道中記 4面 沢登研児 

6 カルノフ 999,999 高井勝男木 l=Kン全面グJア 

7 アルカノイド 1,050,040 堤則之 IIKン全面外ア 

8 バブルボブル 4,640,940 五島賢治 全面クリア 

9 アウトラン 4,49” 15 GRD-SN 47,739,710 

10 熱血硬派くにおくん 406,850 水谷 

ゲームセンタープリムローズ 
埼玉県新座市東北2-29-12 0(0484)73-7999 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 カルノフ 609,540 うつぼH.H 

2 飛翔鮫 639,860 K-T 

3 沙羅曼蛇 3,062,000 CCB 

4 サイドアームズ 3,616,800 MT 

5 バブルボブル 3,065,520 
パワーアップ使用 
オリジナルゲー厶 

6 スペースハリアー 39,873,860 梅村 

7 忍者くん阿修羅ノ章 1,043,570 うつぼH.H 19面 

8 魂斗羅 1,564,000 

9 
バブルボブル 
(スーパー） 3,000,000 

パワーアップ使用 
オリジナ)げーム使用 

10 
バミュー•ダトラ 
イアングル 544,140 P.ダゼットマサミ 

今回の〃君こそゲ—メスト" 

で目立つたのはス—パ—ハン 
グオン。 

実は(知つていると思ぅけ 
ど)、ス—パ—ハングオンは、 

旧ハングオンのライドオンタ 
イプと、ゲンチヤリタイプや 

YSRタイプなどといわれて 

いる白いミニライドオンタイ 
プと、旧ハングオンのシット 

ダウンタイプの3種類があり、 

いずれもタイムに差が出てく 
るということなので、ライド 

オンタイプとミニライドオン 
タイプに分けさせていただき 

ました。それにしても、ライ 

ドオンのョー ロッパの8分40 

秒40は速いの|言。 
お次はダラィアス。Y • N 

強しといつたところか。しか 
し' Zゾーンだけはゆずらぬ 

とZENJI氏健闘。800. 

万は見えたといつてます。 
SDIは、EVERY台と 

EVERY無しとで分けてみ 

ました。 
ダブルドラゴンの40万はか 

なりのかせぎです。EVER 

Y台じやないとでないらしい 

です。 
nンバットスタールは実戦 

に行くまでのかせぎが勝負。 

忍者くん•臥竜列伝•エィ 
リアンシンドロームはクリア 

&10 0 0万点の人が意外と 

少なかつたといつた感じ。 
今回は2位以下を消してし 

まつたけど' ご意見などあつ 

たら編集部まで。 
全体的に見て、今回は3:丁 

Lとsp REAMの健闘がめ 
だつたわけでした。 

それにしても、巣鴨キヤロ 

ットに星10個たまつてしまつ 

たなあ◊どぅしよぅ…。 

(悠理) 
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八イテクノーベル神保町店 
東京都千代田区神田神保町M4-4 3(03)262-2883 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアスYゾーン 6,441,220 ひむがし (IP)Bランク（ノー 
マル）3機設定 

2 ダライアスZゾーン 5,741,670 ひむがし //エクステンド1回 

3 ダライアスXゾーン 6,117,770 ひむがし ニューバージョン 
// 、 

4 ダライアスWゾーン 5,136,990 ひむがし 全面クリアー 
// 

5 ダライアスVゾーン 5,362,260 ひむがし // 

6 
アルカノイド 
REVENGE OF DOH 683,460 SPREAM-ASA 23面ノーマル 

7 ワールドウォーズ 163,280 SPREAM-ASA 4面ノーマル 

8 エクスタミネーシヨン 726,420 SPREAM-ASA 
全面低得点クリア 
ノーマル 

9 飛翔鮫 10,000,000+a ひむがし 
エリア999 +or ノー 
マル 

10 沙羅曼蛇 10,000,000+a BACURA 
2ミス丨4-丨で達成 
ノーマル 

エース•インターナシヨナル 
東京都小金井市梶野町2-2-7 〇(04没) 55-5914 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 飛翔鲛 2,376,450 ノ——マノレ 
3機設定 

2 エイリアンシンドローム 1,297,800 // 

3 忍者くん阿修羅ノ章 1,730,840 FAN-SDF // 18面 

4 ストレンジ•サイエンス 9,842,390 LASER-S 

5 モンテカルロ 30,050,130 LASER-S 

6 アウトラン 

7 アウトラン 

8 ティード•オフ - 6 EUR0PE-0SAM ノーマル 

9 タイム•スキャナー 1,763,570 

10 SDI 83,110 4機設定 

ブレジャーキャッスル 
東京都町田市原町田6-14-8 0(0427)28-8693 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアスVゾーン 5,035,620 FIN 

2 ダライアスWゾーン 4,738,680 TRI ニューバージヨン 

3 ダライアスXゾーン 5,778,840 PC-ZIN 3機設定 

4 ダライアスYゾーン 6,284,270 PC-ZIN ランク：ノーマル 

5 ダラィアスZゾーン 4,898,930 PC-ZIN 

6 リベンジオブD0H 565,160 RAS 29面 

7 ダブルドラゴン 70,470 Ml 3人設定 

8 エクスタミネーシヨン 1,543,640 TeaS-D 8面ラスト 

9 サイコソルジャー 1,789,850 TeaS-D 全面クリア 

10 ラスタンサーガ 1,524,500 AMP 全面クリア 

WELL TALK TAIT0小田原店 
神奈川県小田原市栄町2-13-〗9 S(0465)23-5455 ^=5 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス Z 7,131,020 ECM-ZENJI 全面ク；7ノーマル 

2 ダライアス V 5,465,970 ECM-ZENJI // 

3 ダライアス W 4,789,450 福井博之 // 

4 ダライアス X 6,024,520 ECM-ZENJI // 

5 ダライアス Y 6,454,110 石黒隆士 // 

6 飛翔鮫 2,649,630 気まぐれW エリア494 

7 妖怪道中記 餓鬼界 GGM 1クレジット外ア 

8 忍者くん阿修羅ノ章 970,570 ECM-ZENJI 1コインクリア 

9 パ—フヱ外ビリヤード 113,100 T0SHIM0 9面 

10 リベンジ•ォブD0H 1,320,70.0 ECM-XT0 全面クリア 

プレイシャトー 
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町4-109 »(045)251-8340 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 .ダライアスIP 5,486,860 HTし-Y • N 
ノーマル. 3機 
Vソーンクリア 

2 ダライアスIP 4,888,540 ECM-SIN Wゾーンクリア 

3 ダライアスIP 5,985,220 ECM-SIN Xゾーンクリア 

4 ダライアスIP 6,032,230 深沢正信 Yゾーンクリア 

5 ダライアスIP 5,637,560 ILG-K-M Zゾーンクリア 

6 忍者くん阿修羅の章 661,830 ECM-SIN ノーマル全クリア 

7 エイリアンシンドローム 10,000,000 + Qf ILG-K-M 
丨7周目の丨面 
ノーマルミス丨回 

8 妖怪道中記 人間界 HTL-2秒 1コインノーマル 

9 ラスタンサーガ 876,000 HER0.KI ノーマル全クリア 

10 マスタッシユボーイ 1,199,910 ILG-吉田真澄 ノーマル28面 

サンペテックナムコランド☆☆ 
千葉県習志野市谷津1-161 0(0474)77-5192 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン 
LAKE SIDE 440 68 COM 55r 54, 55, 56, 

44 40 

2 アウトラン 
DUAL WAY 438 59 わようわよ 55, 54, 53, 55, 

44 62 

3 アウトラン 
STONE HILL 439 78 ああるじいぶう 56, 53, 54, 54, 

46 03 

4 アウトラン 
DEATH VALLEY 439 59 わようわよ 56. 53, 53, 55, 

46 43 

5 アウトラン 
VINE YARD 4 4143 わようわよ 56, 53, 54. 59， 

43 59 

6 
スーパーハングオン 
ビギナー 2.51 98 山下茂樹 55#設t ノーマル 

7 
スーパーハングオン 
ジュニァ 520 04 山下茂樹 // 

8 
スーバーハングオン 
シニァ 72307 // // 

9 エイリアンシンドローム 3,224,100 CHAT-KIM 
R-39, 6-4 
2UP 

10 コンパ‘外スクール 102,110 わよう R-6うて一うて一 

ビデオインセガ船橋店 
千葉県船橋市本町卜3-30 0(0474)23-7076 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン 5 1018 船木幸功 デスバレイ 

2 アウトラン 4.5H2 C6P-CHIR デュアル9エィ 

3 スーパーハングオン 46,620,170 YAM 
アフリカ 
2 54 55 

4 スーパーハングオン 30,900,590 CGP-CHIR 
アジア 
5 26.68 

5 スーパーハングオン 52,179,890 山下茂樹 アメリカ 
7 27 54 

6 ダンクショット 
オールクリア 

126 : 117 
SUZUKI の 
AJAKO 

7 タイムスキャナー 2,026,080 AKI 
賴ノ、Hンズ'サツ 
力-クリア 

8 サイコソノレジヤー 568,100 レイナ•ストール 最終面(6面)IP 

9 エイリアンシンドローム 2,352,300 CHAT-KIM 
Wン出.25 
3人鐽 D 

10 SDI 69,380 CHAT-KIM 
3機設定 

6-Diffencive 

カジノカーニバル☆ 
東京都立川市柴崎町3-2-1B 0(0425)22-2909 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 忍者くん阿修羅ノ章 1,861,140 EXCHANGER 全31面クリア 

2 トソプシークレット 2,640,010 ち-1'くぼっての人 全2周クリア 

3 スーパーハングオン 301.40 谷山舞奈 アフリカ 

4 スーパーハングオン 5.23.64 谷山舞奈 アジア 

5 スーパーハングオン 734"93 とよけん アメリカ 

6 パ-フ1外ピリヤ-ド 92,600 清藤伊藤 1コイン 

7 SDI 2P 356920 + 316060 Y.T. & TNT 
1 1面フ•>-パ—— 
フエクト8 

8 飛翔鮫 4,524,490 とよけん エリア778 

9 タイムスキャナー 1,861,000 泰生淳子 5ボール 

10 コンバットスクール 122,320 OUCH.グ 

ゲームプラザ•ザ•ゴリラ 
東京都豊島区東池袋3-1-4サンシャインシティ文化会館曰10(03)983-0618 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 7'II "75 HYPER E.T 
アメリカコース 
ノ——マノレ 

2 スーパーハングオン 2 59 65 盛井和彦 
アフリカコース 
ノーマル 

3 アウトラン 4.51 "06 森.沢優 Dコース 
ノ——マノレ 

4 ダライアス 6,990,100 JET 
Yコ——ス 
ハーK 

5 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 坂本 他4人 

6 エイリアンシンドローム 1,998,700 ベルサイユジ3— 20面 

7 飛翔鮫 3,165,830 坂本 

8 レジオン 1,197,070 坂本 

9 SDI 80,200 V.I.S木更津 ノー マル 

10 奇々怪界 5,000,000 ZED風間亜土 

ポニーワールド•ザ•コング 
埼玉県所沢市緑町卜3 s (0429) 25-1551 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 飛翔鮫 10,000,000 PJS 

2 アルカノ介D0H 305,680 PUU 

3 エクスタミネーシヨン 2,858,420 大学（I) 

4 ラスタンサーガ 800,000 Y.M 

5 ダライアス 6,262,260 プロジェ外A子 

6 サラマンダ 4,060,900 鳥羽正登信 

7 忍者くん阿修羅ノ章 4,888,880 PUU 

8 サイコソルジャー 1,000,000 こうじみそ 

9 バブルボブル '9,999,990 CRS-EMI 

10 バルトリック 308,000 せいろく 

八イテクセガ柏店 
千葉県柏市柏1-1-11丸井巳10(0471)63-9844 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 
スーパーハングオン 
アフリカ 36,217,110 HTL-RYU 

30340 
TIME55秒 

2 
スーパーハングオン 
アジア 28,551,610 HTL-RYU 

5 16 08 
TIME55秒 

3 
スーパーハングオン 
アメリヵ 41,766,520 HTL-RYU 

7 29 93 
TIME55秒 

4 スーパーハングオン 
ヨーローパ 46,590,800 HTL-RYU 

9 39 48 
TIME55秒 

5 エイリアンシンドローム 2,242,600 FAMK-YSP 4周目6面 

6 忍者くん阿修羅ノ章 1,042,610 PON M.Y 19面ヤッター 

7 SDI 201,150 HTL-UV 11面あとわずか 

8 サイコソルジャー 545,150 HTL-POP 
6面ノージだつ 
たのに 

9 飛翔鮫 10,000,000+a HTL-POP 
AREA999+01调目 
5面で達成残47 

10 タイムスキャナー 653,840 FAMK-JUP 
VOしCANO面(まま 
り-/ 

ゲームセンタートミー 
千葉県佐倉市上志津1660-2 0(0434)87-4226 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アルゴスの戦士 7,451,270 クワバラ君 

2 タイムスキャナー 1,375,490 クワバラ君 

3 サイドアームズ 3,279,300 大下君 

4 アルカノイド 1,351,220 マツバ君 

5 トップシークレット 2,168,960 ゆう君 

6 魔境戦士 773,250 ガンジー君 

7 飛翔鮫 3,422,630 A君 

8 クリスタルギャル 74,000 リンダ君 

9 グラディウス 3,117,700 星矢君 

10 ファンタジーゾーン 16,531,700 川津君 

ナムコゲームスポット☆☆ 
千葉県市川市市川卜4-10市川ビル内0(0473)26-1958 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダブ)レドラゴンIP 105,380 CGP1I 飛 1 COIN ALし 
1人用 

2 飛翔鮫 20,000,000+a CGP-MAX エリア999 +a 

3 妖怪道中記 人間界 CGP-龍飛 1コイン 

4 スーパークイックス 345,770 CGP-ZAM 6面パスワ-F4回 

5 臥竜列伝 949,540 CGP-ZAM 最終面 

6 怒号層圈 1,413,570 CGPハッピクン 全面クリア 

7 ワンダーモモ 300,000 KIM 4 - 4クリア 

8 マスタッシ：1ボーイ 905,560 緑 2面 

9 サンダーセプターII 496,260 CGP. CHIR マーシヤル 

10 ダブルドラゴン2P 
51,300 
53,600 

CGP-龍飛 
CGP-托咖v尤。 

1コイン 
全面クリア 

;☆ プレイシティキヤロット巣鴨店= 4 
東京都豊島区巣鴨卜〗5-1宮田ビル1日a (03)943-6735 

ゲームプラザ☆ 
千葉県千葉市中央3-17-1千葉セントラルプラザ内0(0472)27-3092 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 25171 山下茂樹 仁ラ仆オン.タイプ 

2 スーパーハングオン 503 88 RVI-KT 仁ライドオン•タイプ 

3 スーパーハングオン 721 49 RVI-KT ミニ谢ン.タイプ 

4 スーパーハングオン 93348 HTL-RYU ミニテrドオン•タイプ 

5 SDI (IP) 9,362,000 ACU-EPS 
3機5万エブ1；- 
ニューバージョン 

6 SDI (2P) 229,134,310 
HTL-ライバル 
HTL-、ンエペM // 

7 コンバットスクール 270,350 GMC-ぜっとぶい 実戦•イージー 

8 エイリアンシンドローム 10,00,000+Qf SPREAM-REI 16-1 

9 妖怪道中記 天界 
CRAMP-B0Y 
HTL-Y.N GOD 1コイン 

10 ダブルドラゴン 307,290 バイオX クリア 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 25852 幻探偵 
アフリカ 
ノーマル設定 

2 スーパーハングオン 5.15.92 幻探偵 
アジア 
ノーマル設定 

3 エクスタミネーシヨン 1,647,900 Y.I - SYI ALLクリア 

4 臥竜列伝 7,490,220 S-F-F-S-F 
じやみんぐ 

4周目8面 
張飛 

5 エイリアンシンドローム 1,275,600 ASO, IKA 
IPのみ 
ラウンド13 

6 SDI 76,840 S-F-F-T.S 
3機設定ラウンド6 1 
面パーフェクト 

7 ラスタンサーガ 937,400 J.T.B ALLクリア 

8 トソプシークレット 2,158,690 JAG-Y.I 
1コイン 
全2周クリア 

9 飛翔鮫 7,735,840 CIA ェリア999 

10 ワンダーモモ 330,200 SFF-舞優 1コイン 
カーテンコール 



小野塚商店(愛称:トツキヨ) 
神奈川県横浜市磯子区久木町3-32 〇(045) 753-3261 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 奇々怪界 96,150 A. STH 

2 コンバット•スクール 222,770 H. ITH 最終面 
Level EASY 

3 ダンクショット クリア SHOZK 他に数人 

4 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 ARYM 17面 

5 バブルボブル 3,421,360 ONDR 

6 飛翔鮫 4,620,350 HMD ポーナス制限 

7 フロントライン 69,100 ENMT Revival 

8 妖怪道中記 1 Coinクリヤー TSRGSK 地獄他に数人 

9 ラスタン•サーガ 1,326,500 ARYM クリア 

10 ワールドカップ クリア KWGCh 実施者の6割(?） 

ニュ_スターグル_プ4店 
山梨県甲府市城東2-1〇-22 a (0552) 32-7570 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 エイリアンシンドローム 841,300 MAPPY CLUB ゲームプラザ 

2 オールアメUカンフッ 
トポール 99 + »対0 Mシティーアル .// イージー 

3 ラスタンサーガ 1,313,200 スペースー成 //全面クリア 

4 妖怪道中記 天界クリアー Y0MDSA // 1コイン 

5 スーパーバブルボブル 9,260,370 さの 京王 

6 忍者〈ん阿修羅の章 9,999,990 デビル中村 上高地 

7 ワンダーモモ 289,800 K組4の4 // 

8 飛翔鮫 4,406,400 CON ニユースター 

9 ダライアス 5,709,070 S and ILM // 

10 リベンジォブD0H 473,200 イイノ // 1コイン 

ブレイシティキヤロットIN甲府 
山梨県甲府市下飯田1-1-8ナムコ甲府事務所0(0552)26-4446 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 天界クリア ILM、(r^(PC 
中央、朝日町） 2コイン 

2 ダブルドラゴン（IP) 223,250 
UNI(AU) 
(善光寺CH) 1コインクリア 

3 
エイ1;7"ンシンドロー 
ム（IP) 1,538,900 

とよくん 
(大丸富士見） 1コインR-I3 

4 ェクスタ-ミネ-ション⑽ 2,262,660 
BAA 
(PC甲府中央） 丨コイン8面 

5 SDI( IP) 147,540 
岩崎荒野 
(PC甲府中央） 

1コイン7面 
3機仕様 

6 コンバットスクール(IP). 238,530 
UNI(B.I) 
(善光寺CH) 卒業、実戦の途中 

7 臥竜列伝（IP) 9,999,990 + Qf 
UNI(AHA) 
(善光寺CH) 

面目残 
6人 

8 サイコソルジャー(IP) 1,869,950 
WWWA 
(PC甲府中央） 1コインクリア 

9 レジオン（丨P) 771,840 
スーパーゲーマー 
一成(朝日町CH) 1コイン2周目 

10 マスタッシユボーイ 1,562,490 
UNI(B.I) 
(善光寺CH) R-34 

ウイルトーク高畸店 
群馬県高崎市鞘町32 0(0273)26-4244 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 
ダライアス 
(Wゾーン） 4,945,490 KEN 

ニューハ*ージョン 
ランクイージー3機 

2 
ダライアス 
(Xゾーン）• 6,001,660 KEN 

ニユーハ*ーンヨン 
ランクA 3機 

3 
ダライアス 
(Yゾーン） 6,577,700 KEN 

ニューハーンョン 
ランクA 3機 

4 スーパーハングオン 304"55 MFP ビギナー□-ス 

5 エクスタ-ミネーション 1,857,690 SYLPH 最終面のボス 

6 忍者くん(阿修羅ノ章) 9,999,990+a TRI-VHD 1コイン27面 

7 飛翔鮫 5,000,820 KEN 

8 サイコソルジャーXIP) 1,842,350 RIA 
1コイン 
最終面クリア 

9 サイコソルジt-(2P) 1,976,800 RIA & PPK 
1コイン 
最終面クリア 

10 

ウェストサイド 
長野県長野市安茂里竹の裏〗770-5 a(0262)27-3676 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ハングオン 36,783,850 風間隆司 4'44.59 

2 アウトラン 

3 ダンクショット 116対 113 Mr.BOO 6回戦 

4 華弥生 24文 ふぐたますお興そ 2名 

5 魔境戦士 349,900 岩田だい.グ 

6 飛翔鮫 1,381,740 岩田だい.グ 

7 源平討魔伝 999,990+a 岩田だい.グ 

8 スラッブフアイト 4,776,450 岩田だい.グ 

9 怒 284,200 岩田だい.グ IPのみ 

10 パ-フエ外ビリヤード 41,200 岩田だい.グ 

■^BESTIO 
強過去てニクイです！セガさん 

前回 順位 ゲーム名 メーカー名 
2 1 アウトラン セガ 

1 2 妖怪道中記 ナ厶コ 

6 3 スーバーハングオン セガ 

5 4 エイ1Jアンシンド□ーム セガ 

3 5 飛翔鮫 タイ!-一 

6 忍者<ん阿修羅の章 UPし 
4 7 ダラィァス タイトー 

8 ダブルドラゴン テクノスジャパン 
10 9 ファSU—スタジアム ナムコ 

9 10 沙羅曼蛇 コナ5 

今だにアウトラン 

やっほ—!業界随一の、 
本音ぶちまけ野郎•やまざき 

拓は今月も元気です。 
さて、なんと「アウトラン」 

がトップ返り咲き。今だ人気 
が安定していることに加えて 

「妖怪」の実質順位(1店あ 
たりの平均順位)がダウンし 

たのが理由と思われます。 
そして、やはり出ました、 

3位の「ス—パ—ハングオン」。 

実質順位では「アウトラン」 
を上回ってダントツですが、 

流通度でィマィチ負けてます。 
来月はいよいよトップを脅か 

しそうですね。 
それにしても' 今月はもう、 

「怒濤のセガパヮI」。ベスト 
5中に3つというケ—スは、 

前代未聞ですよ。とんでもね 

—このほか新製品で健闘 
しているのが、 

「忍者殺法阿修羅原」もとい 
「忍者くん阿修羅の章」と、 

「ダブルドラゴン」。どちらも 
これだ！というものは特に 

感じられませんけれども、前 

作の流れから客を引っぱって 

いるといぅ様子もぅかがえま 

す。(ちなみに「ダブドラ」の 
前作にあたるのは「くにおく 

ん」です。わかるょネ！) 

単純爽快さこそ一 

今月はシューテイングゲー 
厶をテ—マに' お話を進めて 

いきましよう。 

「餃Jの人気が相変わらず安 
定しておりますが' これはズ 

バリ' タィト—の戦略勝ち。 

「正統派のシュ—ティングが 
やりたい！」と叫ぶ客層に、 

みごとにアビ—ルした点がで 

す。言わば需要と供給のバラ 

ンスがピッタリ合つたといぅ 
ことでしょぅ。まだ行けます0 

この成功例を目にした他の 
メ.1力—が、今後争ってシュ 

丨テイングゲームを出してく 

る様子も浮かびますが、成功 
の第1波に便乗できるものは 

わずかだと思います。 

あとから作られる製品で、 

内容がどこかしら「凝つて」 
くるんですよね。これが悪い 

意味で凝りすぎて' シユ—テ 

イング本来の面白味をそいで 
しまうのでは話になりません0 

かと言つて、まるつきりマネ 
では' 後ろ指さされるだけ。 

難しいことですが'「ここが他 

と違う！」と' キラリ光るも 

のがあってほしいワケです。 
来月あたりは「ドラゴンス 

ピリットーや「19 4 3」が 

顔を出しそうで、注目したい 
所ですが、「ドラスピ」でちよ 

つと……と思つた点がありま 
して、 

① 地上攻擊の当たり判定が 
辛い上に、狙いが定めにくい。 

② 自分が大きいのはダイナ 
ミックだが、当たり判定が辛 

すぎて、ハ—ドである。 
シユ—ティングの大看板は 

あとにも先にも、「敵を擊滅す 
る事によるストレス解消」。こ 

の要素がなければ、まずゥケ 
るゲー厶にはなり得ません。 

あまリ易しすぎるのも少々問 

題ですが、最初から制約をつ 
けすぎると、客は引けません0 

「ドラスピ」で大丈夫かな？ 

と思ったのは、さきの2項目 

でした(いらぬ心配？〇 
「1943」は、今ひとつの 

カプコンのスランプ(？)脱出 
の旗手になるか？-今月 

はこの2つに〇印をつけて' 
終わりとしましよう。 

i 

75 



イェロー八ツト☆ 
愛知県名古屋市中村区則武1-11-9 0(052)452-7443 

GAME HI-SC0RE NAME 備考+ 

1 ス-パ-ハ；/^ン(ビギナ-:M 2' 54" 14 HCM-てった ミニラィドォンタ仏優先 

2 ス-パ-ハ：/^ン(ジニ73-;〇 5' 12” 50 FPG-SH0 同上 

3 ス-パ-雄ノ (シ:7>为 7ぼ39 BROS-PUMPKIN // 

4 ス-パ-ハ汾ン(エキ刀H) 9' 33" 57 HCM-てった // 

5 乃トラ:％11 4' 40" 56 EXR と PUMPKIN 同タイム 

6 ダブルドラゴン 103,440 BROS-CHAIN 1コインクリア 

7 コンバットスクール 234,000 BROS-CHAIN 辟後GAME OVER 

8 臥竜列伝 10,000,000 HCM-STI 5-7で達成 

9 SDI(2Pトータル） 16,829,1.10 HCM-STI と NIX EVERY50,000 

10 サイITノルジャー 1,868,250 HCM-STI 1コインクリア 

HI-TECH SEGA 新潟 
新潟県新潟市古町通り7番町997番地〇(025)223-3392 

GAME H卜SCORE NAME 備 考 

1 スー/\°ーハンクオン 14,029,640 Yoko.M 77リカ? 1? 13 

2 アウトラン 30,491,190 TSU 5, 03" 62 

3 SDI 47,620 T0KUMEI 希望 4R 

4 エイリアンンンドロ-ム 725,300 ACM-TOM ICOIN 7R 

5 妖怪道中記 よしゆき 2C0IN地ごく行 

6 ダンクショット I20X 110 アキラ GAME7 

7 口ーリングサガー 186,840 OMY 

8 トップシークレット 176,500 カメ 

9 パーフエ外ピリヤード 14,400 小林享 1 COIN 

10 アルカノイド 1,015,990 八木 1 C0I財-ルカント. 

がらんがらん 
長野県駒ケ根市赤須東6-23 s(0265)83-4123 

GAME H 卜 SCORE NAME 備 考 

1 エイリアンンンドロ-ム 641,300 Gunおでちやん (H.ボス.5/31 

2 妖怪道中記 天界 MANMA 4Coins 5/16 

3 ダライアス 5,027,210  Now Win! ZONE W全面クリ75/23 

4 ラスタンサーガ 全面クリア FA6LS UPAZZ ICoin 5/30 

5 バブルボブル 7,960,190  Now Win! コマンドなし5/11 

6 エクスターミネーシヨン R-8最終のボス Ludy7 Now Win! 
ス-パ-おでちゃAMUl ICOIN 5/tl 5/24 

7 飛翔鮫 咖万+顧キ Ludty? Now Win! AREA 999+a 5/16 

8 ェクセライザー 738,800 Ludty7 Now Win! STAGE27 5/29 

9 カルノフ 999,999 ス-パ-お'T1)ゃAWK 全面クリア5/30 

10 バブルボブル 9,999,999+a FABLS幼べ コマンド使用5周百R-35 

キヤノン最前線 
愛知県名古屋市昭和区隼人町7番地の110(052)834-3301 

GAME H 卜 SCORE NAME 備 考 

1 ダライアス2P 6,265,540 GUC.YUF Zクリヤーノーマル 

2 SDI 84,310 小池亜樹 

3 エクスタミネーシヨン 1,243,410 TAC 7面ノーマル 

4 忍者くん阿修羅章 5,756,740 BFM&SIM 1コインクリア 

5 エイリアンンンドローム 3,081,900 HCM-HUD 5の4面 

6 ダブルドラゴン 71,360 RG3 最終面 

7 サイコソルジャー 1,842,850 SCMST1(たまに粒二 1コインクリア 

8 飛翔鮫 10,000,000 BROS今枝だガ 999面 

9 ワールドウォーズ 1,312,840 帯山 クリア 

10 リベンジオブD0H 1,029,770 HCM-M0LE 綱アせず 

プレイシティキャロット蘧檷店☆ 
愛知県豊橋市駅前大通り1丁目12 S(0532)55-8611 

GAME H 卜 SCORE NAME 備 考 

1 コンパットスクール(IP) 232,460 EXTRA(IMM4AGF) 伍長テロ事件現写 

2 スーパーハングオン(シニア） 7 40" 29 タッコX君だす タイム優先 

3 エイリアンンントム(IP) 1,663,500 EXTRA(MSS) Rd.17 

4 飛翔鮫 10,000,000 EXTRA(UUU) エリア999 

5 ェクスタ-ミネ-ション(IP) 1,485,150 EXTRA(GAG) Rd.8 

6 サイコソルジャー(IP) 1,675,750 EXTRA(M.N.0) 全面クリア 

• 7 ラスタンサーガ 全面クリア EXTRA(BFW&SIN,MSS) 1コイン 

8 臥竜列伝（IP) 10,000,000 AMI 调目偭張飛にて 

9 SDI (IP) 78,780 L_静両） 6面DF 

10 大列車強盗 167,000 EXTRA(IMM&AGF) Rdl-5 

グランド八ウスマキ 
本社名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目34-3㈱東海アミューズメント 

GAME H 卜-SCORE NAME 備 考 

1 パ-フエ外ビリヤード 143,000 チヤ」トドラ R-I0 

2 エイリアンンンドローム 1,381,800 FFR 3-1 

3 妖界道中記 天界到達 JANICE// コンティニュ 

4 タイムスキャナー 1,183,610 湘南爆笑族 1面クリア 

5 ブロックギヤノレ 97,240 TONQ.グ R-9 

6 魂斗羅 1,494,900 KINTA クリア 

7 エクスタ-ミネ-ション 6,950,000 NANE TANPE 最終面 

8 飛翔鮫 10,000,000 FFR エリア999 

9 パニックロード 29,043,000 豊生ブレーキ 4-4 

10 沙羅曼蛇 4,872,300 NANE TANPE 7-2 

天野スポーツのゲームコーナー 
愛知県西尾市高砂町410(0563)56-2670 __ 

GAME H卜SCORE NAME 備 考 

1 ダライアス 6,582,060 KGand UUU Yゾーン？リアハード 

2 ダライアス 6,122,850 KG and UUU Xゾ-Wリアハ-ド 

3 ダライアス 6,138,110 EXTRA-UUU Zゾー》リアハ-ド 

4 ダライアス 5,318,000 EXTRA-UUU と K, G Vゾーパリアハード 

5 ダライアス. 5,189,370 EXTRA-UUU と K,G Wゾーンハード 

6 ダブルドラゴン 91,540 ASG-Y.W 1コイ >4:面クリア 

7 魂斗羅 1,439,900 M.0だよ~ん 

8 SDI 142,000 (たまに粒つ)_ 腼パ-フエ外2回 

9 エイリアンシンドローム 1,719,200 ASG-Y.W 1コインR，I8 

10 ファンタジーゾーン 12,759,940 T,H 27面 

ゲームインセガ高岡 
富山県高岡市末広町元畑50H 0(0766) 24-5昍3 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 3' 1 1" 59 JUMH1(お茶2号） シットダウン•ノーマル 

2 SDI 10,362,660 JUMH4 (お茶2号） 珊設定5万エブリ- 

3 エイリアンシンドローム 1,594,600 JUMP■觸2号） 3-4 

4 アウトラン 5' 05* 56 高橋康男 ランクハードDコース 

5 沙羅曼蛇 3,436,000. JUMH1(お茶枵） 1 ン獾5-1 

6 妖怪道中記 申請者なし 

7 タイムスキャナー 744,550 Nor富山 Wン邡-刪ゲ-ム 

8 ブロックギャル 78,540 D. 1コイン7面 

9 パ-フェクトピリャード 83,000 JUMHMお茶2号） l：Kンイージー7面 

10 奇々怪界 500,000 FENAHNARSA ラン?D 2-4 

ゲームインカナザワ 
石川県金沢市安江町3-4 0(0762)31-3526 

GAME H卜SCORE NAME 備 考 

1 ダブルドラゴン⑽ 43,850 コナちやん 

2 スーパーハングオン 5' 14*34 P0N アジア(ジュニア:！-ス） 

3 SDI( IP) 2,211,830 NOB 最終面クリア麵 

4 エイリアンンンドロ-ム(IP) 1,487,900 OSA-SAWADA 15面クリア 

5 サイコソルジャー(IP) 1,538,650 ラスカノレ 最終面外ア5人PUY 

6 ブロックギヤノレ 78,390 赤井修 

7 ダン?ショット(IP) 9試合クリア NTT 119X 116 

8 タイムスキヤナー 856,300 ZIG 

9 カノレノフ 999,999 DKI軍団 缅クリ75人PUY 

10 口ーリングサ 441,260 Loversと〈を> ん AREA 10 5APWY 

プレイランド片町 
石川県金沢市片町M-3 s(0762)Pl-9415 

GAME H 卜 SCORE NAME 備 考 

1 レジオン 408,410 ?君 

2 SDI 240,630 JUMP II面 

3 ラスタンサーガ 845,600 自衛隊A君 6面クリア 

4 忍者くん(阿修) 422,710 飯由君 

5 ダライアス 5,768,030 おだまさゆき君 Yゾーン 

6 エイリアンンンドロ-ム 485,000 君 

7 妖怪道中記 

8 飛翔餃 1,236,830 ぜつと君 

9 ワールドウオーズ 894,100 GREEN 

10 アウトラン 42,056,300 やん如姫 (72秒） 

コスモランド•ムサシ 
石川県金沢市武蔵町14-33 «(0762) 24-3492 

GAME H卜SCORE NAME 備 考 

1 ダライアス 5,305,970 田畠恒保教頭 Zコース 

2 ダライアス 5,447,180 ぜつと Xコース 

3 ダライアス 6,119,950 ぜつと Yコース 

4 ダライアス 4,642,580 田畠恒保教頭 Wコース 

5 ダライアス 4,965,160 ぜつと Vコース 

6 コンパットスクール 256,620 田畠®保教頭 難易度易しい 

7 エイリアンンンドローム 1,340,700 コマンドー 全面クリア 

8 飛翔鮫 1,305,130 ぜつと 

9 サイコソルジャー 714,100 AMI 

10 ラスタンザーガー 749,200 コマンドー 

ゲームセンターヤマト 
長野県飯山市南町17-1番地0(0296)62-4939 

GAME H 卜 SCORE NAME 備 考 

1 ル•マン24スピン 608.5 ACN-MAT ノーマル設定 

2 アウトラ >0X(デュア奶エイ） 4, 51'81 ACN-MAT 75秒設定 

3 アウトラ >0X(Kクサイト*) 5, 01，12 ACN-MAT 75秒設定 

4 コンバットスクール 99,730 ACN-米持守 6面 

5 ダブルドラゴン 87,230 ACN-MAT UKA面クリア 

6 妖怪道中記 裁きの谷後半 ACN-MAT 1コイン 

7 沙羅曼蛇 1,193,500 坂東武文 1コイン 

8 サイト*7—ムズ(IP) 1,839,700 ACNイt田弘次 面クリア 

9 口-リ /サバ-(二:1-) 369,060 ACN-MAT ノーマル設定 

10 ファンタジーゾーン 10,932,650 ACN-MAT ノーマル設定 

ブレイシティキャロット松本店 
長野県松本市中央1-3-7 0(0263)35-6744 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 天界 AIQ 2コイン 

2 スーパーハングオン 3' 03' 17 AIQ AREAイ-ジー 

3 飛翔鮫 10,000,000+a Ludty7(Now Wi 

4 ダWァス(ニュ-パ-ジョン} 4,976,010 BPS(W) 3機ノーマル 

5 ダライアス 5,881,130 ォ(X) // 

6 ダライアス 6,381,750 BPS⑺ // 

7 ェクスタ-ミネ-ション 2,486,990 宮下 

8 エイリアンンンドロ-ム 1,529,600 マ付-TAN(GAW) 3周目3面 

9 口-リングサパー 872,600 BIL 

10 大列車強盗 154,800 惠一&惠美 1-5 

プレイシティキャロット畏岡店 
新潟県長岡市大手通卜4-9 0(0258)36-0991 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 餓飢界 0関 1コイン 

2 飛翔鮫 10,000,000 SPREAM-L.A! 

3 ラスタンサーガ 915,200 KAZ ALL 

4 沙羅曼蛇 2,864,600 SOL 4-6 

5 ワンダーモモ 364,400 SPREAM-Tom ALL 

6 エクスターミネーシヨン 1,338,540 五代春香 かせぎなし8面 

7 臥竜列伝 2,830,150 ACE近藤 3周目 

8 レジオン 786,800 ACE近藤 2-12 

9 トソプシークレット 1,108,510 NO子 2周目 

10 ハイスピード 9,322,280 SYN 

八イテクセガ万代店 
新潟県新潟市万代1H-25ヴェルドミール万代〗F 0025(241)6930 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 アウトラン 40,255,360 HEY.TOMffl 夕仏4分 

2 スペースハリアー 35,690,390 堀川 面クリア 

3 スーパーハングtン 27,539,560 YZR アジアコース 

4 妖怪道中記 MAM Z：K>S生界列ア 

5 飛翔餃 10,000,000+a ACM-LA 瞒問腑打ち切り 

6 サイコソルジャー 603,850 A&B 

7 エイリアンンンド□-ム 629,000 TOM 6面クリア 

8 ダンクショット 119対1 11 内山 6面 

9 XXミッション 4,726,600 沢口公貴 

10 アリレカノイド 709,760 山下 1コイパリア 
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新潟県•あいばたかを君 

君3そダーメストガ 
參めざせウソスコア= 

読者の疑問•誤解に 
お答えして… 

岐阜遊園ゲームコーナー 
愛知県一宮市本町4-3-1テンサンビル0(05册)24-0580 

GAME H卜SCORE NAME 備考 

1 スーパーハングオン 2' 56" 1 1 BROS-超人ばあ〜 77リカノーマル•ノーマル 

2 スーパーハングオン 5'丨 1" 50 BROS-超人ばあ~ アジア同上 

3 スーパーハングオン ァ25* 08 PUMPKIN アメリカ同上 

4 アウトラン 4’ 43" 93 EXR(TM) k層_車ラ於矢 

5 ダライアス 5,317,350 こう c^n(MAI) V/-V外アラ次-マル 

6 アノレカノイドII 608,030 BROS-叮 ROUND33 

7 ダブルドラゴン 100,560 BROS-CHAIN 全面クリア 

8 コンバットスクール 235,520 BR0S-ZKS 名人 伍長実戦 

9 忍者くん阿修羅の章 1,709,350 BROS-ZIP! SCENE15 

10 サイコソルジャー 1,908,200 BROS-ZK 铭人 全面クリア 

アスター膳所店 
滋賀県大津市馬場1-13-9 0(0775)25-1180 

GAME HI-SCORE NAME 備考 

1 忍者くん阿修羅ノ章 1,806,260 Sgt Pepper 丨コイン30面 

2 沙羅曼蛇 5,291,100 PAO2 8-1 

3 魂斗羅 1,881,600 山元博志 

4 アウトラン PAO2 Aコース5'咖 

5 スーパーハングオン GAM 77リカ打21 

6 SDI 54,120 KRG 丨コイン4面 

7 サイコソルジャー 1,752,200 KIM 最終クリア 

8 エイリアンシンドローム 1,695,300 山元博志 1コイン3-4 

9 飛翔鮫 11,111,110 Sgt Pepper 18周999エリア 

10 大列車強盗 324,400 XYZ 2-2 

ダイエーレジャーランド大和高田店 
奈良県大和高田市幸町3-18 S (0745) 82-5881(内)275 

GAME HI-SCORE NAME 備考 

1 エイリアンシンドローム 2,041,000 上北 4-1 

2 魔境戦士 731,250 NOP-RND' 全面グノア 

3 エクスターミネーション 1,216,280 謎の大学生 8面1コイン 

4 SDI 143,640 岩黒萬 10面3機設定 

5 ダンクショット 10回戦クリア 上北&今川 121-115 1分30秒設定 

6 ダブルドラゴン 43,510 謎★? 3面 

7 ラスタンサーガ 499,800 チョッパイダノ名倉 4面 

8 飛翔較 1,124,200 S.Y エリア198 

9 口ーリングサガー 437,240 岩黒萬 ニュ-パ-ジ面クリ7 

10 バブルボブル 6,139,170 T-N0M POWER-UP 

ニューゲームビッグ 
京都市左京区一乗寺払殿町17-3 0(075)711-2243 

GAME H 卜 SCORE NAME 備考 

1 ダブルドラゴン 68,840 RICK R0UND4 

2 エイリアンシンドローム 663,400 POLの天敵 R0UND5*lplay 

3 妖怪道中記 SuperX R0UND4-lstAREA 

4 飛翔鮫 753,500 ねこ犬 AREA 142 

5 スーパークィックス 383,240 ZTA R0UND8 

6 口-リングサガ-NVT 239,060 ZTA AREA7 

7 ワンダーモモ 45,800 ZTA 2-1 

8 魂斗羅 455,000 SuperX 最終ステージ 

9 パーフエ外ピリヤード 158,800 ITACHI SCENE7 

10 

ビッグキャロット京都☆ 
京都市上京区河原町今出川下;_町44H4制'：/jィ.方:^ンB1F 0(075)211-4429 

GAME H 卜 SCORE NAME 備考 

1 アウトラン 4141" 84 RYO 左左右左•ストーン匕ル 

2 沙羅曼蛇 8,828,000 閤のパ-プルアイ 12周目6面 

3 SDI 99,780 よしみさん(仮名） 3機設定6面 

4 エイリアンシンドローム 766,200 RY0 1-6 

5 臣竜列伝 1,114,860 てん 8面(IP)張飛 

6 ダブルドラゴン 76,500 M 士コ•チャック 偭 

7 サイコソルジャー 726,100 KIM! 最終面 

8 マスタッシュボーイ 898,500 ワギヤン/のBOBBY 2湎 

9 ラストミッション 356,200 由加ちゃん(仮名） 2ミス全面クリア 

10 シンドバットミステリー 79,450 _がいちばん 4周目2面 

りました。今月でも、ダライ 

アスや妖怪道中記がかなり問 
題になりました。 

特に妖怪道中記は一COI 

Nでクリアしたかどうかの確 

認がとりにくいので、ウソを 
ついても大丈夫と思ったのか、 

ウソ申告が続出しました。G 

のスコアを書いた例は、地方 
でかなリあリました。そぅい 

ぅわけで、東京のプレイヤ— 

達の信用を落としてしまつた 
事件が数多くあつたのです。 

かつて' サラマンダ、アウ 

トラン等、ゲ—メストが創刊 
されてからもかなリ事件があ 

OD鈴木によると、「全国の— 

COIN天界の半分はゥソス 

コアjだそうです。 
ゲーメストの—COIN天 

界は、すべて電話で確認した 
ものです。実際に一COIN 

天界をやった人に電話口に出 
てもらつて、どのようにやつ 

たかを確認して' ゥソかホン 
卜か確かめています。妖怪道 

中記の場合、丨COIN天界 

というのは、まぐれではほん 
とにでないものです。でると 

しても、それは高度なレベル 

でのこと。「おたやん渡り」が 
わかったからといって' 丨C 

OIN天界は、文字通り雲の 

上の事なのです。頭を使って、 
完全にバタ—ン化しないと厶 

リです。それで' 本人に電話 

で確認すれば、まずわかりま 
す0 

今後もさまざまなゲームに 

ついて、いろいろ問題がでて 
くるでしようが' めざせハイ 

スコアの信用を落とさないよ 
うに、今後もハイスコアには 

厳しい態度でとりくんでいき 
たいと思います。 

(ぜんじ) 

ずぐ情報は伝わるし、ゥソか 
ホントかすぐわかる事が多い 

のですが、地方の場合にはわ 

かりにくいので、かぇって疑 
う必要が出てきてしまうので 

す。 
実際に、最近においてもわ 

からないだろうと思つてウソ 

さて' 今回で3回目を迎え 

たダ—メストですが、そろそ 

ろ、読者からいろいろなおた 
よリがよせられてきました。 

しかし' 何か感違いをして 
いる人も多いんだな、これが。 

まあ、誤解を招くような表現 
をした私も悪かつたと反省し 

てはいます。 
それは、どこの部分かと言 

うと、「各地のレベルからとび 

ぬけた人達…」という部分な 
のだが私としては、「各地の' 

全国レベルからとびぬけた人 
達…Jのつもりで書いたわけ¬ 

です。 だから、 この地方が低 

レベルだとか高レベルだとか 
は考えた事もな.い。しかし' 

地方の読者の人達は' 地方は 
レベルが低いんだと見られて 

いると思って、怒りの投書を 
送ってきたケ—スが多かった 

ように感じられました。私自 
身。それほど都会に住んでい 

るわけではないし(編集部ま 
で往復電車代が3 〇 〇 〇円近 

くかかる)' よく読めば、都会 
中心主義でないことがわかる 

と思うんですが…， 
東京周辺だと' 高いスコア 

を出したということになれば、 
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プレイスクェアステインク 
岡山県岡山市本町卜3 0(0862)32-9991 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 飛翔餃 4,004,820 ま•めぞん 

2 ラスタンサーガ 945,800 HCS-SEKI 1コインクリア 

3 ダライアス（X) 6,022,730 HCS- . * A ニユ-バー;%ン03 

4 スーパーハングオン 35,348,280 LAM渋江 アフリカ258"43 

5 スーパークイックス 303,350 麻宮サキ 

6 忍者くん阿修羅ノ章 1,408,480 E • V • E 30面 

7 大列車強盗 145,400 JAL 

8 ダブルドラゴン 84,780 森田征一郎 

9 S. D. 1 30,210 0HK-A.0 持機3 

10 ダラィアス(Yゾーン） 6,378,310 Y. Z. F ニユ-パ-ジョンM 

スターダスト 
岡山県岡山市駅前町〗-7-20(0862) 26-4998 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 259,22 丄BOY ノーマル(アフリカ） 

2 // 514"98 Mr. ? ノーマル(アジア） 

3 // 726,44 MUX ノーマル(アメリカ） 

4 アウト.ラン（a) COW 丄BOY 車イージー 

5 アウト•ラン（d) 4,5ri2 JOG 75秒設定 

6 コンバット•スクール 81,690 丄BOY ノーマル 

7 ダブルドラゴン 80,090 妹尾俊哉 ノーマル 

8 ダライアス（X) 5,108,740 H A C レベル最強 

9 〃(Y) 5,769,690 黒チャン先生 エキステンドなし 

10 ル•マン• 24 596 6 丄BOY 64秒設定 

ゲームプラザピノキオ☆ 
兵庫県明石市本町1丁目1-28 0(078)911-1080 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 ⑱ 全面クリア 

2 飛翔餃 2,223,680 AB •北村 

3 アルカノイド 1,099,660 MIYUKI 全面クリア 

4 スペースハリアー 30,749,870 まきだ彰君 全面クリア 

5 タイムスキャナー 913,060 小桜会モモチャン 

6 口ーリワグサ 513,980 荒谷俊之 

7 ワールドカップ 20 AGC @ 最強レベル最終ゲ-ム 

8 アウトラン 56,809,280 湘南爆走族 D コース4'47"00 

9 スラップファイト 3,112,200 EXTEND-HI エリア255 +a 

10 沙羅曼蛇 2,112,400 3-5 

TVプレイ八ウスミツキー八ウス 
岡山県岡山市国富4-26-1a (0862) 72-6734 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 ダライアス 4,051,710 川田 Zハード3檐 

2 ダライアス 4,438,220 原田敏之 Yハード3機 

3 エイリアンシンドローム 346,600 石井 ノーマル4面 

4 忍者くん阿修羅ノ章 488,930 原田敏之 A 14面ノーマル 

5 忍者くん阿修羅ノ章 1,321,700 原田敏之 B 14面ノーマル 

6 忍者くん 935,980 森隆一 C 17面ノーマル 

7 キッドのホレホレ大作戦 2,316,300 珈琲 ノーマル27面 

8 必殺無頼拳 1,415,800 吉田 2周クリアノーマル 

9 サイキック5 7,588,800 原田敏之 全面；?リアノーマル 

10 バブルボブル 5,965,660 森隆一 100面ザップ2 

ビデオインマツヤ丸太町店☆☆ 
京都市中京区烏丸丸太町西入る北側©(075)211-8069 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 天界到達 北野,LGQ,ひで 2コィン 

2 アウトラン 4,49，，90 吉田賢司 デュアルウェイ 

3 アウトラン 4'48,96 吉田賢司 レイクサイド 

4 飛翔鮫 10,000,000+tf 超速連射DRU ェリア999 +a 

5 タイムスキャナー 1,870,440 堀江くん 

6 ダンクショット 最終面クリア モンド 10試合クリア 

7 奇々怪界 1,000,100 RX大阪軍団 17面 

8 ビッグイベントゴルフ 63( 18ホール） N.N アゥト(-4)ィン(-5) 

9 S. D. 1 147,270 E.B 

10 魂斗羅 1,893,700 M.BOY 全面クリア 

ゲーム八ウス999 
大阪市旭区中宮5丁目12-12大工大前0(06)953-9838 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 アウトラン 4,45"18 GAW FANTASY Dコース 

2 スーパーハングオン 3" 0056 HART-A.B.E ビギナー 

3 スーパーハングオン 529,35 紀平 ジュニア 

4 ダブルドラゴン 73,480 GAW FANTASY 

5 S D 1 102,350 高橋透 3機 

6 ェクスタ-ミネーション 2,408,910 GAW FANTASY ALL 

7 忍者くん阿修羅の章 4,801,620 PISCES ラウンド？ 

8 コンバットスクール 66,060 GAW FANTASY 4面 

9 アルカノイド 1,304,370 M.S LOVE ALL 

10 飛翔鮫 2,018,360 大島銷一 

ゲームセンターニューチヤンヒオン八イテクセガ表町店 
岡山県倉敷市阿知2 丁目5-3】 0(0864)21-7585 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 2'52,40 LAM アフリカノーマル 

2 // 502*15 KID アジァ " 

3 // 718"65 CRX アメリカ// 

4 // 9*40*09 JOG// 3—ロツパガ 

5 キッドのホレホレ大作戦 1,778,600 SOE IP全面〃 

6 超時迷宮レジオン 5,914,230 GALL// IP "残多数// 

7 エクスタ-ミネ-ション 1,381,480 SOE IP // 

8 迷宮ハンターG 542,930 アルフオンドJOG IPステージ7 " 

9 コンバットスクール 222,160 CRX IP兵率 // 

10 トップシークレット 2,214,150 JOG// 全面2周 // 

プレイシティキャロット島大前店 
島根県松江市西j11津町1147-15 »(0852)27-6428 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 アウトラン A'5Z1\ ESP 
スタパ-ド、夕仏ノ-マル 
Mイ-ジ'(晰イト 1 

2 スーハ°ーハングオン 3，I8'I6 KEN (ビギナ-)オン 

3 ゥエック•ル•マン24 608.5 TAC ミニスピン 

4 サイコソルジャー(IP) 1,754,700 VTR 全面クリア 

5 エクスタ-ミネ-ション(IP) 1,038,480 古志 1コイン8面 

6 妖怪道中記 人間界 RED 2コイA面クリア 

7 ワギャン 127 GRY他 

8 ス-パ-バブルポプル(IP) 9,999,990 
VTR 
RED 

4周75面 
4周86面 

9 サンダーセプターII 499,150 古志 Iコイン最終面 

10 ワンダーモモ 334,800 RED 全面クリア 

ビテオゾーン50 ☆ 
鳥取県米子市灘町2-52 0(0859)22-9748 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 飛翔餃 2,232,940 ツカダ ノーマル3キ 

2 ホレホレ大作戦 621,400 亀崎 全面クリア 

3 臥竜列伝 9,999,990+^ 前田 7-8面クリア 

4 サイコーソルジャー 1,775,050 VTR 全面クリア3キ 

5 S. D. 1 160,200 原田 ノーマル3キ 

6 レジオン 2,426,730 古志次郎 10側3キ 

7 忍者くん阿修羅の章 738,610 大谷 ノーマル 

8 エイリアンシンドローム 1,570,000 長谷川 ノーマル 

9 ダブルドリブル 53点 原田 ノーマル2コイン 

10 パヒーダトライアングル 126,300 0BAQ高橋店 ノーマルIP側 

岡山県岡山市表町2丁目7-33 »(0昍2)32-9267 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 
スーパーハングオン 

BEGINNER 2 53"93 KID 敵:ノ-マル 

2 JUNIOR 514*69 BRN // 

3 SENIOR 724"83 MVX // 

4 EXPERT 19,748,030 プッシー供田 ステージ12 // 

5 エイリアンシンドローム 1,752,600 AKI ■ノーマル、3機 

6 S. D. 1 183,720 田町の女•二渡 ノーマル，3檨 

7 サイコソルジャー 564,900 森本 ノーマル、3檨 

8 飛翔餃 1,212,990 Pow.SP ノーマル、3機 

9 ダブルドラゴン 91,610 HGS-錄败 最終面クリア'2機 

10 デンジャーゾーン 45,350 HCS-GAK 

コインスナック24 
岡山県岡山市浜野4丁目22-29 a(0862)64-8736 

GAME， HI-SCORE NAME 備 考 

1 ダライアス 6,275,520 MrPAC-LAND 
Y•ゾーン 

イー日バー^3ン 

2 // 5,994,880 // X-ゾーン 
イー:^H日バー:^3ン 

3 // 5,991,450 // Z•ゾーン 
イー、:H日バー为ン 

4 // 6,099,060 IKUMA & RYU 
Y•ゾーン 

イーyH日バー为ン 

5 // 6,244,270 // 
X•ゾーン 

H-旧バー为ン 

6 スーパーハングオン 2'56" 12 GNP (ノーマル)ビギナー 

7 // 5* 13*31 KAW (ノーマル)ジ：ァ 

8 // 732*56 KAW (ノーマル)セニア 

9 忍者くん阿修羅ノ章 26面 EVE 新バージョン 

10 コンハ*ットスクール 121,610 BBB (ノーマル） 

プレイスクェアウイル☆ 
岡山県岡山市表町2丁目2-5日s(0862)27-9314 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

! トップシークレット 2,294,250 HCS-S0N くん ニュ-パ-ジョン调外ア 

2 ダブルドラゴン 93,780 HCS-いちごJA 
ノーマル(持ち数2) 
1コイン^面クリア 

3 コンバットスクール 232,140 HCS-GAK 
レべノレ"►イージー 
ラ WC.P.L 

4 リベンジ•ォブ.D0H 574,340 ま•めぞん 25面 

5 忍者くん阿修羅ノ章 2,531,190 E-V-E 29面 

6 ダラ1イアスVゾーン 4,966,370 Mr.ぱっくらんど ニュ-バ■■ジョン 

7 // Wゾーン 4,855,560 HCS-MAIS0N 難易度D機数3 

8 // Xゾーン 6,106,840 HCS- . • A // 

9 〃 Yゾーン 6,377,550 HCS- • • A // 

10 II Zゾーン 5,698,840' HCS- . • A // 

八イテクランドセガ杉本町店 
大阪市住吉区山之内3丁目2-4 0(06)606-3515 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 アウトラン 5 03"62 藤井良一 (GOAL D) 

2 エイリアンシンドローム 481,500 家治宏之 NOfRMAL 設定 

3 S • D • 1 60,180 遊怪 權設定難易度NORMAL 

4 パ-フェ外ビリャード 276,600 秀司&初美 1コイン 

5 サイコソルジャー 519,200 宮田和幸 N0瞧L設定 

6 ダブルドラゴン 50,970 とんで(加てプ- 

7 
スーパーハングオン 
AFRICA とんて伽てプー ノ-マ瞻定ラ仆オン 

8 ASIA 5,01*75 喜美嶋 // 

9 AMERICA 
STAGE 12 

17,196,600 N • H • S // 

EUROPE 
STAGE 8 

10,649,920 福田和幸 // 

PASADENA 
大阪府茨木市駅前町1-4-1a (0726) 25-8570 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 
スーパーハングオン 
(ビギナー） 2,5fl8 

STAC- 
StarDust ライドオンイ-ジ-50秒 

2 
スーパーハングオン 
(ジュニァ） 503.37 

STAC- 
Star-Dust インコ-ス命VIL/ 

3 
スーパーハングオン 
(シニァ） r09"74 STAC-CAN 50秒5400万 

4 
スーパーハングオン 
(ヨーロッパ） 936”2I Ster-Dust 

liviLのこと 4回かすり 

5 1943 2,806,450 STAC-CAN IPIコイン大和犟沈 
6 ブラックノゞンサー 353,750 

STACAチスロフ 
アシリ-ズ•レS 

7 迷宮ハンター 427,500 
TGB-6ED 
fro遍 IP•かせぎ 

8 妖怪道中記 

9 ダブルドラゴン 97,110 すたっく-MSV 偭 

10 ストレンジサイエンス 4,336,650 
ス■■パーコンビ 
MRN(STAC) 

ボール0から 

ヤングプラザ•ジャンボ 
大阪府寝屋川市ノ V坂町16-20 〇 (0780) 27-6108 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 5 20"84 100#屋川のSTR ジュニアコース5瞅 

2 アウトラン 4.43,03 100寝屋川のSTR Cコースクリア 

3 ダライアス 5,490,670 100寝屋川のSTR A-C-E-H-M-R-X 
*高ランク3橙 

4 飛翔鮫 10,107,190 100寝屋川のSTR 18周目で達成 

5 トップシークレット 2,175,320 100寝屋川のSTR 2周目クリア 

6 サイコソルジャー 1,929,100 100寝屋川のSTR 最終面クリア1コイン 

7 エイリアンシンドローム 477,400 JMB&AHE 

8 ワンダーモモ 309,200 100寝屋川の100 最終面クリア 

9 レジオン 2,992,530 KX)寝屋川赠鉛％ ノーマルりトプゲーム 

10 臥竜列伝 517,640 Y.p\_ゴン藤重 7面 
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メテイアインオビヤ 
高知県高知市帯屋町2-1-35片岡ビル0(0昍8)23-0645 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス 5,401,050 LAY A WAY Xゾーン 

2 ダライアス 5,973,040 LAY A WAY Yゾーン 

3 ダライアス 4,614,440 LAY A WAY Zゾーン 

4 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 北岡誠也 #7かストyプ 

5 忍者くん阿修羅ノ章 9,999,990 飯田和也 咖-スト:/プ 

6 エクスターミネーシヨン 2,766,120 長崎桂二 1コイン 

7 トップシークレット 1,044,410 小松一豊 1コイン 

8 リベンジオブD0H 727,900 小松—盞 ?面 

9 妖怪道中記 天界クリア 飯沼英二 3コイン 

10 飛翔餃 20,028,870 怪物長田 1コイン 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 マスタッシュボーイ 1,101,050 KYAN-Y.0 1C 32面 

2 エイリアンシンドローム 1,275,800 G.H.C.DAU 1C IP 13面 

3 サイコーソルジャー 662,700 GHCDuRuN ICIP 6面 

4 臥竜列伝 4,622,900 AGUPY ICIP3周目クリア 

5 ラスタンサーガ 513,700 Yemnop.s 

6 妖怪道中記 KAZUMI 2C畜生界、人間界 

7 飛翔餃 1,145,940 G.M.C.DAU 

8 タイムスキャナー 987,650 PIRELLI 

9 ジャンボウ 517,500 JOKFR 

10 魂斗羅 1,339,500 JASON 全面クリア 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 Super Hangon( Beginner) 258'26 KVC佐々木 
鮮度.齦車ともノーマル 
ミニライト.オンタイカ 

2 Super Hangon(Senior) 723*80 N0M // 

3 妖怪道中記 天界 DGM.KER.C-M 
1クレジット、全面外ア 
4面とびこし 

4 飛翔餃 10,000,000+a PAM.N0M 
エリア999+flf 
ランクB残橙多数 

5 忍者くん阿修羅ノ章 1,253,250 MJN 
1クレジット3111設定 
30面 

6 ダライアス 4,295,190 KVC佐々木 
ランクC 3«設定 
NEWバージヨン 

7 サイコソノレジャー 1,864,400 PZN 
1クレジット全面クリア 
3#設定エブリーなし 

8 トップシークレット 2,204,970 MJN 2周外ア、4iiS 

9 ラスタンサーガ 全面クリア GARU,YAT,OKT 1クレジット繼 

10 エクスターミネーシヨン 2,437,050 DGM 
UFE3000- 1クレジy卜 
令面クリア(All) 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス 5,824,100 D.A.N 
Bランク• 3機 

A-C-E-I-N-T-Y 

2 ダライアス 
2,975,070 
3.076.040 

原•ボー 
馬場くん/ 

Bランク• 3機 
A-C-F-J-0-T-Y 

3 ラスタンサーガ 1,500,100 原.ポー 全面クリアー 

4 飛翔餃 1,202,290 原.ポー Bランク 

5 忍者くん阿修羅ノ章 749,810 N-A.R.U 1クレジット.16面 

6 妖怪道中記 人間界 U -W- F 1クレジット、外アー 

7 スラップファイト 9,999,990 TOM.森 +久カウ:^-ストップ 

8 エンデューロ •レ-サー 26,169,943 KID’S 残りタイム13秒 

9 592,710 
西讎目7-9の*M 

〈ん 25面、1クレジット 

10 ダブルドラゴン 
29,250 
85,730 

C • C • B 
原•ボー 全面クリア- 

ゲームプラザ 
熊本県熊本市九品寺5-15-7 0(096)362-0992 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダブルドラゴン 54,300 山口 

2 コンパットスクール 88,100 山口 

3 ワンダーモモ 173,300 刀、•イキヤチヤ- 

4 ェクセライザー 1,382,800 小島英二 

5 口ーリングサ 269,520 がイキヤチヤ- 

6 サイドアームズ 1,846,000 小鳥英二 

7 沙羅曼蛇 2,146,800 SPEAK-HRK 

8 忍者くん 5,773,310 福田 

9 アルカノイド 143,21T) 山口 

10 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン 447,32 RUN Dコース 

2 臥竜列伝 544,390 美也 5画、張飛 

3 エイリアン'ンンドローム 230,900 かぉり 3面 

4 S D 1 48,740 みみよよ 3機設定 

5 大列車強盗 42,000 ミポリン 

6 レジオン 1,321,040 R.S 

7 マスタッシュボーイ 822,150 R.S R-29 

8 飛翔餃 982,740 みみよよ A-I68 

9 ローリングサげ一 272,320 美里 la-パ-为ン涵 

10 妖怪道中記 天界 しょうく編 3コイン 

ゲームインプラザオリンビアン 
福岡県北九州市小倉北区京町2丁目B-7 0(093)521-2040 

ゲームキャロット住吉 
長崎県長崎市千歳町11-6 (0958) 47-3352 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 スーパーハングオン 9,965,800 友田 精作 アフリカ32371 

2 飛翔餃 1,139,440 山下 邦人 A-I99 

3 アウトラン 35,955,500 岡田 勝也 D コース5,03.81 

4 エイリアンシンドローム 629,200 小林 春夫 6面のボス 

5 新忍者くん(阿修羅） 1,794,960 小林 春夫 4面 

6 魔境戦士 500,200 橋本 佳尚 8面 

7 スターフオース 2,114,400 浦本 正 16面(大牟田） 

8 ガルディア 999,900 前田 徹 3周目の4面 

9 アルゴスの戦士 545,810 楠本 大樹 10面 

10 妖怪道中記 湎クリア,(天界） 豊田 -夫 
2コイン3回 
(SO円で2ゲーム） 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 バルトリック 195,700 岩永好正 3面 

2 大列車強盗 148,700 FIN永田 4面 

3 ワンダーモモ 254,400 光永賢吾 4-3 

4 魔境戦士（IP) 191,600 小島公昭 3面 

5 ジャッカル 474,900 大川正智 IP 

6 超時迷宮レジオン(IP) 1,977,060 FIN永田 IP 

7 忍者くん阿修羅ノ章 659,410 相楽悠里です// 13面 

8 飛翔餃 1,159,680 山下邦人 エリア197 

9 エクスタ-ミネ-ショ>{ IP) 1,594,490 FIN永田 8面 

10 1942 326,230 まつもとくん 8面 

プレイシティキャロット佐世保店 
長崎県佐世保市下京区8-2 0(0956)24-0786 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 ダライアス 6,888,730 
SURPASSER 
R.T Yゾーンクリア 

2 モガカルロ (PB) 27,183,600 清水健 

3 サイキック5 12,074,500 
SURPASSER 
LEE + Michi 全面クリア 

4 飛翔餃 10,000,000 
SURPASSER 
KFNIMFF-M エリ7999+(»、4時間 

5 サイドアームズ 3,669,500 
SURPASSER 
LEE 全画クリア 

6 サイコソルジャー 1,000,000 
SURPASSER 
Michi 全面クリア 

7 リベンジォブD0H 574,070 
SURPASSER 
LEE 

18面 

8 ダブルドラゴン 43,650 
SURPASSER 
LEE 4面、3人設定、イ-ジ- 

9 スーパークイックス 313,750 清水健 8面 

10 ダライアス 5,810,120 
SURPASSER 
LEE II_ Xゾーンクリア 

ブレイシティキャロット藤*店 
香JII県高松市藤塚町卜13-7 0(0878)37-2071 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 妖怪道中記 輪回界 馬場淳司 1コイン 

2 ワンダーモモ 105,900 A P F // 3-2 

3 沙羅曼蛇 1,323,600 豊東豊徳 // 3-1 

4 サイドアームズ 2,268,000 BBC //最終面クリア 

5 奇々怪界 494,000 BBC 12面 

6 グラディウス 539,700 鈴木慎一 2-2 

7 ファンタジーゾーン 8,652,140 BBC 3-3 

8 サイコソルジャー 1,000,000 A P F fcKン、最終面外ァ 

9 ダーウィン4078 243,200 豊東豊徳 8面 

10 ワギャン 127 わしののぶお 

ゲームスペースサンデー 
長崎県長錡市出来大工町210(0958)21-1444 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 アウトラン 453*46 HK.special. 
ストーンヒル 
タイムイ-ジ'窳イ-ジ- 

2 魂斗羅 2,995,400 HK.special. 全面クリア 

3 沙羅曼蛇 3,282,200 ACM-SUPER DRUfK 
5周目3面 
ランク難しい 

4 トップシークレット 2,172,890 HK.special. 凋目クリア/3人設定 

5 忍者くん阿修羅ノ章 SCENE30 HK.special. 
5万：Lブリーあり 
スコア3,737,030 

6 飛翔餃 10,000,000+a XXX 18周目/残1嫌•瞒m 

7 妖怪道中記 天界 HK.special. 
2コインクリア 
ランクA 

8 ローリパサパ.一 707,560 HK.special. 
全面クリア 
残0人 

9 アウトラン 4'54"87 HK.special. 
デスバレイ 
スコア43,978,310 

10 ラスタンサーガ ALLクリア HK.special. 
残0人 
スコア3,090,300 

ゲームスポット大檷 
長錡県長錡市大橋町7-17森田ビル1*2«3F 0 (0958)45-9619 

キャンパスタイトー 
山口県山口市平川大字平井61卜15 〇ありません 

GAME HI-SCORE NAME 備 考 

1 忍者くん阿修羅ノ章 29面 TUC-白うさ.ぎ 
CAIK(片陬和 

l：Kンステージ優先 
全31面クリア済 

2 ダブルドラゴン（IP) 103,780 
フライングびしびし 
助けてこけたのOMA 

1コイ面グJア 
ハート芳機設定2 

3 ダライアス（IP) 5,261,250 TUC-風の 
S0GEぴゅう 

V7-パリア、ニューバー 
ランク A 3«S定 

4 ダライアス 5,176,280 
TUC-大だるま 
(KFC-DD0) 

Wクリア、二!ーパー为ン 
ランクA通設定 

5 ダライアス 5,896,140 TUC-だるま 
汐リア、ニュ-バ-为ン 
ランクB 3«設定 

6 サイコソルジャー(IP) 1,774,100 
KFC-そよそよ 
(TUC-BEFAX) 1コイン最終面クリァ 

7 ワールドウォーズ(IP) 233,120 
KFC-しばりつこ軎田 
(TUC-BEFAX) 1コイン6面のボス 

8 ラスタンサーガ 688,800 
TUC-ぺにぎり 
しょつぴんぐ0MA 1コインハミス全面クリァ 

9 スーパークイックス 431,460 
KFC-XUL 
(TUC-しかまん） 

1コインコンテイニュー 
なし2周目の晒 

10 エクスタ-ミネ-シ3>( IP} 2,474,120 
KFC-いもむし 
(TUC-CHA) 

1コイ:終面 
目*500万点、ちゃお 

WEIL TALK市駅店 
愛媛県松山市湊町5-5-7 0(0899)32-3821 

プレイシティキャロット久留米店 
福岡県久留米市六ッ門2-34三信ビル0(0942)35-4212 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 飛翔鮫 1,334,530 豆頭 199エリア 

2 トップシークレット 2,158,150 Y 0 S 全面クリア 

3 ワンダーモモ 317,200 G.M.C-ASCII 全面クリア 

4 サイドアームズ 3,019,200 R.A-SPT 全面クリア 

5 魂斗羅' 1,634,200 NEXUS-6 全面外71 •"ハーデスト 

6 黄金の城 420,100 BIG 全面クリア(1遇て•終） 

7 □-リパサ汐-( 680,260 G.M.C-ASCII 全面クリア(3人設定） 

8 ファイナライザー 1,819,200 SURPASSER 

9 闘いの挽歌 438,550 BIG 2-5 

10 奇々怪界 862,700 SURPASSER 

ジヤスコ大分店ナムコランド 
大分県大分市中央町1-2-7 0(0975)37-1308 

神宮前キャロット八ウス 
宮崎県宮畸市神宮2-1-30プラザビル_〇(0985)29-3967 

GAME HI-SC0RE NAME 備 考 

1 妖界道中記 天界到達 TARAKO 2コィン 

2 忍者くん阿修羅ノ章 29面 FREEGY 1コイン靦ゆうせん 

3 ェクスターミネーション 最終面クリア MGF渕野 1コイン1 P 

4 エイリアンシンドローム 10,000,000+a TAG(KCH) 
1コイン3人 

1千万ヶタぁり獅40* 

5 ラスタンサーガ 最終面クリア MGF渕野 1コィン丨ミスクリァ 

6 スーパーハングオン 729"34 MGF NYA 
アメリカクリア1ミス 
シットダウンタイプ 

7 スーパーハングオン 303*68 TAYO(KCH) アフリカクリア 

8 アウトラン 446"59 MGF渕野 
ディアルウエイ 
バージヨンII 

9 コンバットスクール 87,820 ふえ-ん手がいたい RD6 

10 バルトリック 653,840 TAG(KCH) RD=6永パナシ3撒 

ウイルトークタイトーきば店 
鹿児島県鹿児島市下荒田3-38-18 0(0992)56-7852 

☆八イスコア掲載店にお願い 
次のことがありますと掲載が不可能にな 

りますのでご注意下さい。 
① お店の認印•または、記入者の印が無 

い場合 
② 常連達が八イスコアを記入してしまつ 

た八イスコア表。 
◎スコアがおかしい店(ゥソスコアや初 

期設定など)。 
④ 正規の用紙以外に記入されてきたスn 

ア表。 
⑤ 他人を中傷したスコアネ—厶などで八 

イスコアを申請したもの。 
•以上チェックして下さい。 

☆個人申請について 
個人で葉書などで八イスコアを申請す 

る場合「①機数設定②エクステンド設定 
②パ—ジョン•タイプ④備考」が抜けて 

ると集計ませんからご注意下さい。 
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編集長であるポクの今一番 
の悩みは、編集長手当が他の 

みんなの飲み代に化けそ5に 
なっていることです0とい5 

のも、編集長らしいことを何 
ひとつやっていない。その分 
他の編集員の手をわずらわせ 
たんだから、当然編集長手当 
をみんなの飲み代に廻せ、と 
悪質な陰謀が着々と張りめぐ 
らされていると…確かな情報 
をキヤツチしたからなのだ。 
これじや、気になって、仕事 
なんてで杏ないJ;。 

アイレム販 
売広報の川戸 
宣子さん、ご 
結婚おめでと 
5ございます0 

だんな様との相性は当然100 

点満点ですよネ/編集部へ 
のおみやげのパイはおいしか 
ったですヨ。ごちそ5さま。 
そ5いえば、キスメツトイブ 
で自分を占ってみたらMあな 
たはとてもいい人、男女とも 
に好かれます"と出た。昔フ 
ラれた女の子との相性占いを 
すると91点。フツフツフツ/ 

極めたぜガ 

(占5相手もいない御旅屋） 
今月は東京 

のゲーセン巡 
り。御協力あ 
りがと5ござ 
いました。 

熊本の道中記1コイン天界 
パターンはこちらとほとんど 
一緒でびっくり。「地離れて 
いても技は一つ」某氏の名言 
が頭をかすめる。 

(オーバーワークGOD) 

ffi 

;r! 

m 
そろそろ何ガ 

(ECM - 

をくらってし老 
え貧乏なのに辛 
せくれもいいL 

(重単 

最近攻略記 
事を書いてい 
ない。忙がし 
くてできなか 
ったのだが、 

そろそろ何かやるか7 

(ECM—APAPA) 

先日、練馬 
のある店で飛 
翔鮫1000 

万出していた 
ら出入り禁止 

をくらってしまったタダでさ 
え貧乏なのにも5すこしやら 
せくれもいいじやない!？ 

(重戦機ATS U) 

リベンジオ 
ブDoHを7 

回目のプレイ 
にて全面クリ 
アだ（実質は 

3回目)〇もうすぐノーミスク 
リアをしてやるぞ〇1943 

はロケバージョンを初プレイ 

でクリア。 （ゆ） 
う〜ん、このごろ忙しくて、 

ゲームもロクにできない。と 

い5より、大したゲームがtJ 
ないせいかもしれない。 
ここらで一発、すごいく 

厶がでないかなあ…… 

(バルトリックをやり始めた鈴木炎） 
ナムコの営業企画の石井学 

さん、ご長女ご誕生おめでと 
5。お嫁さんにやりたくない 
なんて、も5親バカぶりを発 
揮していますが、いい加減に 
して下さ〜い。ところで、ゲ 
ーセンの紹介、東京のマップ、 
役に立ちましたか。（T "M) 

ついにめぐ 
って吉ました 
次期編集長。 
前編集長大和 
の二の舞（編 

集長手当がみんなの飲み代に 
なる）になるのだけは避けた 
いね。小田原から編集室に日 
参するかも。(石井ぜんじ） 

^が出 

、ゲー 

關 

次-月M日塞7• 
C #木|||日ナノダ 

のりもの大特集だ 
スリリングに挑戦だ 

★一流ライダーによる親切ていねいな指導—— 

かつ鬼のシゴキが特徴なのだ。 
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ストリート•ファイター 
待ち切れない?もうすぐだ0力をためてぶちあたれ/必殺.く/ 

iGSHBK はど装!? 
まず、その筐体の大きさに 

びっくり。ヵプコン(Na 

7)の時に' 大型筐体のゲ— 

ムについていろいろと考えを 
お聞きしたんですが、その時 

にはすでに、ストリ—トファ 
イタ—の開発が裏で進んでい 

たんですね。 

アップライト^^の台です 
が' 2PのVSモ—ドもある 

今かつてのパンチアウトや 
アタリ台を横に2台つなげた 

ぐらいの大きさはあります。 
モニタ—画面も大きく、$ 

としてアウトラン並の大型筐 

体となっています。筐体を見 
ているだけでも、かなりの迫 

力が感じられます。 

次にびっくりしたのは、各 
国のストリIトファイタI達 

の動きのリアルさと速さ。そ 
れぞれの敵が得—$って 

いて、目にも止まらぬ速さで 
してきます。そして、実 

際にこんな奴いるかと思わせ 

るょぅな^^f 

私の見た所では、それぞれ 
の敵の技は、いろいろ^ 

にiする体術からのもので' 

体術に関してかなり研究して 
いると見ました。 

敵のスゴサもさることなが 
ら'こちらのプレイヤ—の動 

きもなかなかリアルで、敵の 
mRに充分対応できるもの 

となっています。初めの国の 
日本あたりなら、少し惯れれ 

ばかなリヨユウで勝てるよう 
になるでしよ、つ。 

君の気—試される 

大きなコンパネ部分。 

先月考でも紹介しましたが、 

高はだいたい笼成したといぅ二とで、 

本格的U大嘛まt:取材U行含ました。 If 4 

ゥヮサutipflいていuものの、 

まあ、何u鶩いuかを聞いて下さい。 



遂に元を倒した/しかしいったい何人の人 
がこのデモを見られるだろうか。 

WHAT STREN6TH!! 

敵はジャンプして攻擎してくる。ジャンプで 
かわせ。 

'必殺のスピンアタック。これをくらうとひと 
たまりもない。 

中国三千年ウーロン茶の世界0 

対決前のバーディー。あぶない奴だ。 ソリカ_ウノレトラクイズみたし、。 5面の敵、パーディー0ビヨンビヨンはね回 
る奇怪な動きをする。 

ジャンプパンチで攻策ボタンを叩く強さが 
問題だ。 

ポーナスステージのハ°一 卜2。 
ンチのほう力外りやすい0 

体は大きいくせに攻擎はとても速い。 
けをくらうな。 

_ 
，'聲A 讀譲 

0: 

- 

1 

さて、このゲー厶の特徴は 
何といつても' ぶつたたいた 

力がそのま^^分のに 
なることですが、さすがにコ 

ンパネは丈夫になつていまし 
た。体格のいいアメリカ人が 

思いつきりたたいて大丈夫だ 

つたということですから、日 
本人がぶったたく分には特に 

問題ないでしよ、っ。思つた以 

上にボタンをたたくのは燃え 
ます。これも一種の_ゲ| 

厶と言えるでしよ、っ。 

ボタンのたたき方には、確 
かにテクニックは必要ですが' 

ここぞという時は、思いつ切 
りゲンコでぶったたき、Jjsa 

をこめて勝負することが必要 
だと感じました。コンパネが 

良くできていますから、1ゲ 

—ムやって疲れる事はあつて 
も' 手が痛くなることはそれ 

ほどないでしよ、っ。 

法のコツとしては、 
敵に合わせた方法を使うのが 

コツと言えるでしよ、っ。 
取材した時点では' 回しゲリ 

や、飛びゲリ等の強力な|発 

技と、足払いがかなり有効な 
技だったようです。 

他に、あるレバ—さばきに 
よつてボタンをたたくと、波 

動挙とい勹て凝縮された気の 
かたまりが相手に向かって発 

射されます。これは必殺の技 

で' 相手に多大のダメージを 
与える事ができますが、かわ 

されると自分が一瞬_備に 
なるので、_と隣り合わせ 

の技と言えるでしよう。しか 
し' 敵にこの技を当てた時の 

快感はなかなかのものです。 
まさに、ストリI-^フアイ 

夕—によつて' ゲー厶は 
技になつたと言えるでしよう。 

このゲー厶、簡単にパタ—ン 
化できるようなやわなゲ—厶 

ではありません。気合で勝負 

を決めましよう。 
発売はちよつと先になるよ。 
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リベンジ•オブ 

回回y 

©TAITO 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦令 フルカノイド 

改訂版 

反省しつつ 

今回ちまた… 

いやあ—、前回は校正ミス 
が多くて申しわけなかつた。 

以後、校正には充分注意する 
ので許してください。 

と、前回の反省をしつつ、 
今回もアルカノイド•リベン 

ジオブDOHの紹介をいたし 
ます。 

と：sms九ずr/イ 

テ^!再度補足 

前回記事を書いた時は、全 
然やりこんでなかつたのでァ 

ィテムの特徴が完璧にわかつ 
てなかつたけど、1週間やり 

こんでほとんどわかつたので 
再度補足をしよ-つ。 

M…金色ブロックを壊すと 
点がはいります(100点)。 

敵は貫通しません。壊せない 

敵にボールが当たると300 

点はい〇ます。 
丁…分裂する時は、分身が 

右へ行吉、戻る時は分身が左 
へ行<ので、この性質を覚え 

れば稼ぎ虫がでキJるよ。でも、 
やつばり取らないほIつがいい 

と思-つよ。 
D+N…スペシャルを取つ 

た時と同じ効果が得られる。 

!アイテムの当たり判定 

はちようど中央(取つたつも 
りが取つてないことがあるの 

はこのせい)。それと、幻影で 
ボールを返すと10*20*40. 

80…とねずみ算式に点数が上 
がつていき、最高1CT00 

0点になる。これは難しいけ 
どおいしい。 

スペシャル…3通りの効果 
がある。①(□) + (N) + 

(c) + (M)(色々なパワ— 

アップの複合)。②レーザーの 
フルオ—卜6連射。③敵が16 

匹まで増殖する。 

パワーアップアイテムは1 
個しか画面上に出ない面と多 

数出る面と2通りのタイプが 
あります。覚えておいて損は 

ないでしよ|つ。 

GROUND-— 
_i171s ル1卜 

前回ROUND--〜17まで 
の簡単なアドバイスをしたん 

だけど、やつばり全然やりこ 
んでなくてマチガイがあつた 

ので' ここで訂正しておさま 
しよIつ。 

☆ROUND1問題なし。 
☆R0UND2R 

左よりはやつばり右でしよ 
50 

☆ROUND3R 

Rでアイテムを使つたほ-つ 
がクリアしやすい。 

☆ROUND4R 

アイテムが多く出る分、R 

の方が楽。 
☆ROUND5R 

Lは上が残つてしまIつので 

ダメ。Rは10個しかブロック 
がないけど、アイテムがほと 

んど出てくれるので、アイテ 
厶まかせでクリアできるよ。 

しかし、この面で、あるアイテ 

厶を取ると…。 
☆ROUND6L 

Rは金色ブロックの中のブ 

ロックが残りやすいのでダメ。 
Lは、実は'八ウスの形をし 

ている。ここではじめてLへ 
行くよ。 

☆ROUND7 R 

Lでもいいんだけど、敵が 
強く、アイテムも思ったより 

少ないのでRへ行こ一つ。円は 
バタ—ンにすればLより楽。 

☆ROUND8L 

Rは、やっぱり上に行きに 
くいのでダメ。Lは壊せない 

敵が多いのがガン。でもアイ 
テムで押していける。ここか 

ら難度が少し上がってきてる 
そ。 

☆ ROUND9R 

アイテムの多さからいって 
Rが楽。 

☆ROUND10R 

Lは、まん中に金色にかこ 

まれた銀ブロックが残るので 
ダメ。Rはまん中からくずし 

ていきアイテムにまかせて突 
破。この面はどっちもつらい。 

☆ROUND11 R 

まん中からくずしても、左 
右から上に通しても良し。R 

はやっばり金色が強い。 
☆ROUND12L 

アイテムの多さからいって 
Lが楽。でもRもそんなに難 

しくない。 
☆RQUND13…し 

Rは、アイテムが一つまく出 
てくれないと話にならない。 

Lは必ず(あたりまえだけど) 

左上のあたりに1個プロック 
が残ってしまう。両方ともア 

イテムに頼るしかない面。 
☆ROUND14L 

闩は上に通してしまうとス 
ピ—ドが速くなつてしまうの 

でダメ。Lはアイテムが多い 
ので楽。クリアだけならレ— 

ザ—で充分。 

☆ROUND15 L 

闩は絶対ダメ。Lは思つた 
よ〇アイテムが出てこない。 

屋根のてっぺんにある、金色 
ブロックにかこまれたブロッ 

クは残すとつらい。 
☆ROUND16L 

しは、アイテムが多いので 
楽。銀ブロックは最後に。円は 

.。今だに行ったことがない。 
☆ROUND17 L 

この面は、前号(7月号)に 
も書いたとおり、255発当 

てるか一発敵の体内にボ—ル 
を入れれば倒せるれど、当然 

ながら一発のほ-っが楽だよね。 
パタ—ンとしては、右はじで 

サ—ブすればあっといIつまに 

倒せる。敵にポ—ルが当たっ 
ても、おなじ位置にボールを 

もどせばなんとかなるかもね。 
よ|つするに、1発で倒すと 

い-つのはボスが敵を出してく 
る時にでキJる穴ぼこにボ—ル 

を入れてしまうわけだ。 
17面のボスを倒すと本当の 

ボスが…。 

ROUND521 
34まTrtlll卜 

S?ドバイス 
よ一し、後半のROUND 

18〜34までI気にいくよ一ん。 
☆ROUND18 

ここは関所みたいなもの、 
絶対に通らなくてはいけない 

所。なんといったって、3段 
にわたる復活ブロックには苦 

戦させられる。 

基本は、右のブロックに狙 
いをつけてサーブして、同じ 

位置に打ち返す。中にはいっ 
たら出てくるボIルを出てキJ 

た角度で返す。そ5すれば、 
いつかは上のほ~つに出てくれ 

るでしよ5。 
☆ROUND19 L 

闩は全体的にアイテムが少 
ない。-!のほ一つはパワーが多 

く出てくるので、Lがやつぱ 
りいいでしよ一つ。ボ—ルのス 

ピードに注意。 

☆ROUND20R 

この面は、どちらも敵が強 
い(フォ—ゴット)ので、ど 

つちとも言えない。 

☆ROUND0J1R 

Lは中に入れても、外に出 

たらつらい。Rもいつしよだ 
けど、中に入れやすい点でR 

がいいかも。20.21面はどつ 
ちも難度はいつしよ。 

☆ ROUND— L 

RはパワIアップが多い。 
Lははまつてしまラ恐れがあ 

る。よつてし。 

☆ROUND23L 
Lは中に入れてしまえば楽。 

Rは中に残るブロックが多い。 
☆ R0UND24 L 

Rは、中に入れるのがつら 
い。-!はアイテムがかなり多 

く出るので楽。 
☆ROUND25 L 

Rは復活ブロック3つにか 
こまれた赤ブロックが必ず残 

るので、おすすめでキJない。 
Lはパタ—ンにすればけつこ 

ラ楽にでキJる。 
☆ROUND2B R 

Lは中に入れるのがきつい。 

Rはオーソドックスなブロ 
ックくずし。Rが楽。 

☆ROUND27 R 
Lはパワーが少ないし、中 

の金色ブロックがいやらしい。 
Rはパヮ—が多いので楽。 

☆ROUND28 L 

Rはバタ—ンにすれば楽だ 
けど、やつばしつらい。Lは 

スタートして、その場でサー 
ブすれば金色ブロックが動く 

ので、そこから入れる手もあ 
る。 

☆ RouNa29:L 

ここまで$た人なら両方と 
も楽勝だと思5よ。 

☆R0UND30 R 

ここらあたりから難しくな 
つてくる。Rで、あることを 

やると…。 
☆ROUND31 L 

Rはボ—ルのスピードが鬼 
のよ5に速くなる。しは上か 

らもくずせるので、LのほIつ 

がぃぃよ。 
☆ROUND3Eし 

Rは上のくぼみのあるブロ 
ックが残りやすい。Lのほ-つ 

がはるかに楽。 
☆ROUND33し 

Rは金色のブロックの上の 
銀色ブロックが鬼。Lは上の 

ほ-つが残りやすいけど、_ 

しのほ-つが楽。 
☆ROUND34 

やっとこさ001:の所まで 
きたよ一ん。DOHは前作と 

同じく、15回当てて16回目で 
死ぬ。死んだら真のボス^3 

てくる。こいつはボ—ルが触 
手に当たると触手が落ちてき 

て、それにパウスがぶちあた 
ると死ぬとい5強敵。こいつ 

を倒すには§脳みそにボ— 

ルを当てないとだめ。こいつ 
は半分「運」がないと勝てな 

ぃぞ。 
こいつを、倒すと残機表示 

X10万点のボ—ナスがはいっ 
てメッセ—ジが流れておしま 

、〇 

クVr/(7S秘訣％ 

伝授 

全体的に難度があがってい 
るリベンジオブDOHだ； 

やっぱり攻略法みたいなもの 
がある。そのnツみたいなも 

のを教えちやお-つ。 
クリアに必要なアイテムは 

ニユーデイスラプシヨン。こ 
れさえあれば、どんな面でも 

なんとかなる。あとは、キヤ 
ッチやレ—ザ—やデイスラブ 

シヨンを臨機応変に取ってい 
けば、まあなんとかなるでし 

よう。(無*任な…) 

あとは繰り返しプレイして 
慣れること。 

では、がんばってください。 
(悠理) 
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◄上より… 

倒れ、D OHもまだ巨船“XORG”もろとも宇宙 

のもくすと化した。スペースクラフト“バウスII” 

は間一髮“XORG”を脱出、その疲れだ機体をい 

やすべ < アルカノイド型巨船“ M I XTE C”に無事 

着艦しだ。しかし、この戦いも果てしなき宇宙のほん 

のひとかけらにすぎない出来事なのであつだ……。』 

と、エンデイングメッセージのあとスタッフ紹介で 

す。 

R • 29面 L . 28面 

面 

L . 21面 R . 21面 L • 20面ラフレター。 R - 20面 L •19面 

R • 25面 L • 24面0メガネノ \ナーン。 R • 24面 L • 23面 R • 23面 

!； »1"•；, 

| : 

聞桶¢1诵 
! .... 

. 

二鍾辑二巴‘，I 

R • 28面 L • 27面0のみだし'^一 R • 27面 し. 26面 

R • 31面 L • 30面 R • 30面 し• 29面 

I 

♦ ♦ 

R •19面 18面 

L • 22面 R • W面 

[■1 
22 

R. • _26面 L • 25面 

mm 
議 

T.IONIJIM 
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このような攻擊だ。 
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真のボスだ。ばんざ一い。 
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ひさひfiジャレnから発赛の"11の 
6 
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ゲ—ム…芜金ギヤクゲ—ムだH 7 
レイ中の私LT闋発IVA (I Iのケ— 

ムが于匕ユ—作)が鼋つてたけど、 i 

ホ >卜だよ。期持できる。 
Xタイプとあえて言つておこ 

D -b-WEL ^ ^ «77(ly う0 

ノリだせ 

ストIUIはとい-つと' や 

つちやんが変な宇宙人に連れ 
さられた女の子を助けだすと 

い0■、た' ありがちなネタ。 
プレイヤーのやつちやんの 

操作は、已方向レバ—にEボ 
タン。内側のボタンはドス振 

り'外側のボタンはジャンプ。 
レバーは下でしやがみ' 左右 

で左右移動。 

これとは別に空中戦があつ 
て、8方向レバーはそれぞれ 

の方向移動。内側のボタンは 
ドス振りで、外側のボタンは 

ビーム発射。 
やつちやんはダメ—ジ制に 

なつていて、エネルギ—がな 
くなるとミス。 

やつちやんのパワーアップは 
敵を倒した時に出る文字を取 

れば、短ドス•長ドスと変つ 
ていく。しばらく敵を倒して 

いくと、マムシドリンクが出 
るので、取ると貫通弾(みた 

いなもの)が16発ほど撃てる 
よ-つになる。 

1^ 

とにかく、このゲ—ムは点 
数を出すよりも、キヤラを見 

て楽しむといつたゲ—ムでし 
よ-つ。面をどんどんクリアし 

ていくとCMも入つたりして、 
ほとんど2時間ドラマといつ 

たノリだよ。 
キヤククタ—の表情もいい 

し、ゲ—ムの難易度もやさし 
い(操作になれれば)ので' 

楽しむならおススメだぞ。 

ちなみに各面にはタイトル 
がついているんだよ。 

ゲ—厶内容は、スパルタン 

.流星剣目覚める 
•我が友疾風号 

•テキヤはつらいよ 
•鋼鉄の罠 

•爆発トゥサドク 

•迷宮地獄廻り 
•風雲コブラ城 

さあ、ヤツチヤイましよ、 

ワラツチヤイましよ0 

(ゆ) 
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イカの怪人「イカンナー」。屋台の人は左から、寅さん•オフサ 2面はこのようなスクロール画面。右は敵のボス「サザエさん」。悪の手先、月光仮面!？背景の絵はドIJフのコントだよ。 
イドのCM•仮面ライダーみたいの。 

糾^…册；: . CREDIT 9 

一目みてわかる寅さん。ちなみに爆発するタコを投げてきます。5面のボス「マッド博士」。なんのネタだかわかんな〜い。 
鞠費撕 

やつちやん、再びお風呂をのぞ<の図。 

_____ 

•ゃられて思ゎす「ガチョーン」。 

■ゃっばり、「難野用子」二代目ス 
ケ番刑事だ。 

響最闘ユキの最後。なぜか喜んで 
いるよ/つに見える。 



⑥コナミ 

コナミから待望の新作アクシヨ 
ンゲームが登場したそ/そ 
の名もブラックパンサー// 

廃墟の中を突 

SkllW 
© KOMAMX XSB7 

1面クリア時、めざせ4面/ 

ゲ—ジを100にしだ状態。 
回転バUPが0<。 

2面のボスは突つこんで< 
るので注意すべし。 

1面のボス。触手みだいの 
で攻撃して<る。 

出だ—つ、究i義弾。あ 
つ違つたか…。 

令韵の姿をかりて 
2つの流星が流れ太陽が七 

色に輝いた西暦0JOOO年X 
月X日の朝、地球は謎の機械 

軍団に支配され、人類は地下 
深くのシHルタ—に逃れた。 

地上は悪夢の世界と化し、 
人類滅亡はもはや時間の問題 

であつた。しかし、その時、 

も|つ1つの流星の〃力"によつ 
て誕生した超生《叩体〃ブロウ" 

が黒豹の姿をかりて地球上の 
全生命の生存を賭け、悪意の 

廃墟に立ち向つていつた…。 
とい-つスト—リ—で、プレ 

イヤ—は黒豹を操作し、廃墟 
の中を突キJ進んで行キJます。 

霞 方法 

このゲ—厶は自分の動キしが 
速く'操作がわかりに<いか 

もしれませんが、慣れれば自 

由に動かせる様になるでしよ 
一つ。画面は右へ横スクロ—ル 

しゞ左へは少ししか戻りませ 

ん〇 

/I!構成 
#5— 

構成と 
7アツブ 

基本的な操作は日方向レバ 
Iと2つのボタンで、レバI 

は入れた方向に自分が動きま 

すが、ジャンプボタンとの組 
み合わせにより^Pの動きが 

出来る様になっています。 
ボタンはアタックとジヤン 

プで、アタックは自分がノ— 
マル状態で腕(爪)によるパン 

チアタックで、パワ—アップ 
すると、そのパワ—アッブの 

効果に準じた攻擊がでキJる様 
になります。ジャンプボタン 

は普通のジャンプとレバ—と 
の組み合わせに使います。 

全部で4つのステ—ジがぁ 
り、各ステIジの最後のボス 

を倒せばクリアです。 
それぞれのエリアは次の様 

なィメ—ジです。 
★エリア1…機械軍団によつ 

て破壊された都市。 
★エリア01…街の夕—ミナル 

ゾ—ンから続く大地下道。 
★エリア3…空中にそびえる 

破壊された高層高速道路。 
★エリア4異様に変化した 

工場地帯。 
自分のパワーアップは' 4 

色の光球が降ってくる所か、 
置いてある所に行った時、最 

初にキャッチした色でパワ— 
アップの種類が決まって‘、そ 

の後降ってくる光球はキャッ 
チした光球の色に変わり、そ 

れを取った個数で、パワ—ア 
ップの時間が決まります。そ 

して稲妻の光る所まで行けば 
パワ—アップします。 

その種類を書いておキJます。 
•赤(アタックパワI)…ア 

タックが倍増。 
•青(ガンパワI)…光子弾 

を発射。 
•黄(夕—ンパワー)…無 

敵の回転ジャンプ。 
•緑(ビ—厶パワI)…目か 

らロングビ—厶発射。 
またプレイヤーのダメIジ 

は体カゲ—ジの数字でわかる 

r暴 

ji: 

1 

i 

1漏 

様になつていて'◦になると 

1ミスです。ゲIジを100 

にすれば、体の回りに無敵バ 
リアが出ます、これはアタッ 

クボタンで発射することがで 
き、かなり使える武器になつ 

ています。 
しかしその八リアにも弱点 

があります。1つは破壊不能 
の敵と接触した時です。もラ 

1つは発射したバリアが復活 
する前に敵と当たつてしまつ 

た時で、どちらの場合にもバ 
リアがな<なり、ゲ—ジが1 

00未満になります。 
ゲ—ジの最高値は100で' 

ゲージをアップするには敵が 
持つている光球を集めます。 

注意しなければならないの 
は、赤つぼいぶつぶつした無 

敵キヤラと、少し止まつてい 
ると左から上下しながら近づ 

いて来るUF□の様なやつで' 

疆 

よくバリアがはがされます。 

このゲ—厶はもろ発売され 
ていると思うので、ぜひI度 

プレイしてみて下さい。 
(ECMIC6&ATSU) 
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